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2501

ザ・ドリフターズ
結成40周年特別番組

ドリフと光子の爆笑！スペシャル
（テレビ朝日　平成16年3月24日）

ドリフターズ結成40年を記念し、彼らの名作コント「学校コント」「夫婦
コント」を過去のＶＴＲで紹介し、スタジオでは当時の思い出話で盛り
上がる。

142分

2502

生活情報
知っておきたい　制度あれこれ

‹手話ビデオ›
聴力障害者情報文化センター

　最近施行された新しい法律や制度を取り上げ、その内容と、その法
律が日常生活や地域生活の中でどのようにかかわってくるのかを解
説する。今回取り上げたのは以下の6つ。
１．預金保険制度　２．偽造・盗難カード預貯金者保護法　３．家電リ
サイクル法　４．自動車リサイクル法　５．個人情報保護法　６．製造
物責任法

42分

2503

趣味講座　みんなの絵手紙
へたでいい　ヘタがいい

‹手話ビデオ›
聴力障害者情報文化センター

　短い言葉で心を伝える絵手紙。初めてでも素晴らしいあなただけの
一枚ができる。日本絵手紙協会公認講師・田渕伸子先生の指導で、
ＮＨＫ『みんなの手話』にご出演の野崎誠さんと山本みどりさんが実
際にぶっつけ本番で挑戦する。さあ、あなたも一緒にかいてみよう。

38分

2504

社会情報　東京大空襲
～ろう者が語る戦争体験２～

‹手話ビデオ›
聴力障害者情報文化センター

　1945年3月10日未明、東京の下町を焦士に変えた東京大空襲。死
者の数10万人、家を失った人は100万人ともいわれている。この空襲
を経験した3人のろう者の証言を収録した。戦時中の暮らしなどの話
もまじえながら、3月10日の出来事を振り返る。

46分

2505

手紙かみしばい
一寸法師・わらしべ長者

‹手話ビデオ›
聴力障害者情報文化センター

　昔話を手話で語る「手話かみしばい」。「一寸法師」は針を刀におわ
んの舟で都に向かい、小さな体でオニと戦います。「わらしべ長者」は
1本のわらがミカンに変わってミカンが反物に変わって、最後は・・・。

25分

2506

生活情報
知っておきたい制度あれこれ

‹手話ビデオ・字幕入り›
聴力障害者情報文化センター

　最近施行された新しい法律や制度を取り上げ、その内容と、その法
律が日常生活や地域生活の中でどのようにかかわってくるのかを解
説する。今回取り上げたのは以下の6つ。
１．預金保険制度　２．偽造・盗難カード預貯金者保護法　３．家電リ
サイクル法　４．自動車リサイクル法　５．個人情報保護法　６．製造
物責任法

42分

2507

趣味講座　みんなの絵手紙
へたでいい　ヘタがいい
‹手話ビデオ・字幕入り›

聴力障害者情報文化センター

　短い言葉で心を伝える絵手紙。初めてでも素晴らしいあなただけの
一枚ができる。日本絵手紙協会公認講師・田渕伸子先生の指導で、
ＮＨＫ『みんなの手話』にご出演の野崎誠さんと山本みどりさんが実
際にぶっつけ本番で挑戦する。さあ、あなたも一緒にかいてみよう。

38分

2508

社会情報　東京大空襲
～ろう者が語る戦争体験２～

‹手話ビデオ・字幕入り›
聴力障害者情報文化センター

　1945年3月10日未明、東京の下町を焦士に変えた東京大空襲。死
者の数10万人、家を失った人は100万人ともいわれている。この空襲
を経験した3人のろう者の証言を収録した。戦時中の暮らしなどの話
もまじえながら、3月10日の出来事を振り返る。

46分

2509

手紙かみしばい
一寸法師・わらしべ長者
‹手話ビデオ・字幕入り›

聴力障害者情報文化センター

　短い言葉で心を伝える絵手紙。初めてでも素晴らしいあなただけの
一枚ができる。日本絵手紙協会公認講師・田渕伸子先生の指導で、
ＮＨＫ『みんなの手話』にご出演の野崎誠さんと山本みどりさんが実
際にぶっつけ本番で挑戦する。さあ、あなたも一緒にかいてみよう。

38分

2510
隠し剣　鬼の爪

松竹株式会社

　時は幕末。片桐宗蔵は、以前実家に奉公していた“きえ”と再開す
る。商家に嫁いだ“きえ”はやせ細り、無残な姿だった。妹から彼女の
ひどい境遇を聞いた宗蔵はたまらず彼女を助けるが・・・。
世界を感動させた『たそがれ清兵衛』の山田洋次監督が再び藤沢周
平の世界を映画化。下級武士の哀歓を美しい映像で、しっとりと描い
ている。

131分

2511

バース・デイ
難聴というハンデを乗り越えて

密着6年サイレットＫ
ＴＢＳ　平成17年5月10日

　2005年春、中日ドラゴンズに入団した石井裕也投手のニックネーム
は『サイレントＫ』。先天性感音声性難聴というハンディを背負いなが
ら、補聴器をＯＦＦにして静寂の中で強気に攻める。自信があるスト
レートで、読売ジャイアンツの清原から三振を奪いたいという彼の夢
は叶うのか。

22分

　　　　情報センター貸出しビデオ一覧　　　　　　　　　　　埼玉聴覚障害者情報センター
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2512

井上家の裁判
～国と闘い続ける

中国残留孤児家族～
熊本放送　平成17年5月30日

　日本に永住帰国した中国残留孤児が呼び寄せた家族の中には、
上陸許可を取り消され、強制退去処分を受けるケースも少なくない。
いずれも、残留孤児が中国で結婚した配偶者の連れ子や養子たちで
ある。熊本県の井上鶴嗣さん家族も、中国人妻の連れ子である長女
と次女家族が退去命令を受ける。　　　家族の絆を守ろうと闘い続け
る井上さん家族を追ったドキュメンタリー。

50分

2513
情熱大陸

旧山古志村村長　長島　忠美
毎日放送　平成17年5月15日

元山古志村の村長、長島忠美。去年10月23日新潟県中越地方を
襲った地震で山古志村も壊滅的な被害を受け、村民全員が避難し
た。避難生活が長引く中、村は長岡市と合併し長島は村長職を退い
た。彼は今も必ず山古志へ帰るとの村民の思いを胸に復興管理監と
して働いている。

25分

2514

とっても健康らんど
‶髪は健康の鏡″

アナタの髪はダイジョ～ブ！？
九州朝日放送

平成17年5月14日

『とっても健康らんど』は、九州朝日放送が製作した九州のテレビ朝
日系列放送局放送の健康情報番組。今回のテーマは「髪」。「抜け毛
の仕組み」「髪の成長」について、解説する。

12分

2515

きらっといきる　いっしょに笑おう!
～ろう者劇団・街さん夫婦～

ＮＨＫ厚生文化事業団
平成１７年９月１７日

　ともに聴覚障害がある街（つじ）さん夫妻は、手話を取り入れた喜劇
作りに取り組んでいる。聴覚障害者だけを対象にした手話劇ではな
く、聞こえる人も、どちらもが同時に笑える劇を目指して奮闘する様
子を紹介する。

29分

2516

福祉ネットワーク
発達障害の子どもたち
ＮＨＫ厚生文化事業団
平成１７年９月１７日

　ＬＤやＡＤＨＤ、自閉症といった発達障害は、はた目には障害の状況
が見えにくく、どう取り組んでいいのかわからない場合が少なくない。
こうした発達障害をもった子どもを、親や教師はそのように支援すれ
ばよいのだろうか。　　　　　　　今回はアスペルがー症候群の児童の
ケースを通して、小学校における支援のあり方を考える。

29分

2517

ワンポイント手話　第１巻
１～１０回

ＮＨＫ厚生文化事業団
平成１７年

　中途失聴者・難聴者向け手話番組。ＮＨＫ教育テレビ「ワンポイント
手話」１回放送～１０回放送分。　　　　　　　　　１,手話は楽しい　２.こ
んにちは　お元気？　３.はじめまして　４.家族は父と母と私です　５.お
じいちゃんいなりました　６.手話を学ぶのは大好き　７.手話でコミュニ
ケーションできる？　８.手話はわかります　９.今日は雨ですね　10．あ
の人は誰？

50分

2518

ワンポイント手話　第２巻
１１～２０回

ＮＨＫ厚生文化事業団
平成１７年

ＮＨＫ教育テレビ「ワンポイント手話」１１回放送～２０回放送分。
11．本は何冊ありますか？　12．何時におきますか？　13．父は53歳
です　14．これは950円です　15．土曜日はお休みですか？　16～
20．指文字を覚えましょう1～5

50分

2519

ワンポイント手話　第３巻
２１～３０回

ＮＨＫ厚生文化事業団
平成１７年

　ＮＨＫ教育テレビ「ワンポイント手話」２１回放送～３０回放送分。
２１．誕生日はいつ　22．聞こえなくなったのは5年くらい前　23．手話
が上手になりました　24．趣味は読書と旅行です　25．仕事は何をし
ていますか？　26．こんなに食べられるの？　27．この道　駅へ行け
ますか　28．早く帰りたいな　29．この映画見たいな　30．どちらが好
き？

50分

2520

ワンポイント手話　第４巻
３１～４０回

ＮＨＫ厚生文化事業団
平成１７年

　ＮＨＫ教育テレビ「ワンポイント手話」３１回放送～４０回放送分。
31．紅葉もきれいでしょう　32．あなたの手話は分かりやすい　33．こ
の眼鏡、見にくいな　34．たばこを吸ってもかまわない？　35．印鑑は
必要ですか？　36．歩かなくちゃいけないね　37．田舎に帰ります
か？　38．たこ揚げとは珍しいですね　39．スキーはどこに行きます
か　40．どうやって北海道に行くの？

50分

2527

ろうを生きる　難聴を生きる
シリーズ戦後60年　手話で語る

東京大空襲
ＮＨＫ　平成１７年４月９日

　昭和20年3月10日未明、東京の下町を襲ったアメリカの爆撃機Ｂ２９
は、大量の焼夷弾（しょういだん）を投下し、町を火の海にした。当時
北区に住んでいた細山芳子さんも、この東京大空襲を体験した1人
だ。空襲当日の生々しい体験を伺う。

15分

2528

ろうを生きる　難聴を生きる
シリーズ戦後60年

ろう者が語る沖縄戦
ＮＨＫ　平成１７年７月２日

　沖縄は、日本で唯一の地上戦があった地だ。那覇市に住む普久原
（ふくはら）初子さんは、1945年の沖縄地上戦を体験した。民間人を
巻き込んだ悲惨な地上戦の中、聴覚障害者の苦労は大変大きなも
のだった。戦争の跡地をたどりながら、普久原さんにお話しを伺う。

15分
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2529

ろうを生きる　難聴を生きる
海からもらった勇気

～海洋写真家　井上慎也さん
ＮＨＫ　平成１７年７月16日

　井上さんは小学校５年生の時に難聴と診断され、高校時代にほと
んど聞こえなくなった。「大好きな海の世界なら道が開けるのでは？」
と沖縄の大学に進学、ダイビングクラブに入部し活動する中で海洋写
真家になると決意。　「自分の心と対話して、本当に望んでいることな
ら頑張れるし、かなえられると思う」と語る井上さんは、自分の写真を
通して海を守りたいと考えている。

15分

2530
ろうを生きる　難聴を生きる

難聴者への情報保障
ＮＨＫ　平成１７年７月３０日

　２００５年に開かれた愛知万博での難聴者への情報保障について、
実際に具体的な働きかけを行った名古屋難聴者・中途失聴者支協会
の高木さんからお話を伺うとともに、万博会場での情報保障の様子を
取材映像で紹介する。　　　また、全日本難聴者・中途失聴者団体連
合会理事長の高岡さんに、難聴者への情報保障の実状とそれを踏ま
えた今後の全難聴の活動について伺う。

１５分

2532
日本聴導犬協会

紹介ビヂオ2004年制作
日本聴導犬協会

　聴覚障害者の耳の代わりとなって生活を助ける聴導犬。そして身体
に障害のある人の生活を助ける介助犬について紹介する。聴導犬は
どんな仕事を行なうのか。どんな犬が聴導犬に向いているのか。ど
んな訓練を受けているのか。日本聴導犬協会では、聴導犬の訓練と
認定の両方を行なっており、認定試験の様子も紹介される。

26分

2533

プレミアムステージ
世界がもし１００人の村だったら

３
フジテレビ　平成１７年５月１４日

　前作、前々作に続く3作目で、今回のテーマは「家族のきずな」。今
回は、フィリピン、ボリビア、アルゼンチンから4人の子どもたちの生活
を紹介する。フィリピンからは、ゴミの山でゴミ拾いをして家族を支え
る12歳の少女を紹介する。また、アルゼンチンからは、前作で紹介し
たナディアちゃんのその後を紹介する。

98分

2544
いま、会いにゆきます　１
ＴＢＳ　平成17年7月3日

　澪が他界してから、夫の巧と息子の佑司は２人で暮らしていた。澪
が残した手作りの絵本には「雨の季節に戻ってくる」と書かれてあり、
そして１年後、雨の季節が巡ってくる。２人の前に、約束どおり姿を現
した澪だったが・・・。

６０分

2545
いま、会いにゆきます　２
ＴＢＳ　平成17年7月10日

　澪が戻ってきたことを、周囲の人には隠しておこうと決めた巧と佑
司。しかし巧は、佑司に再び消えていく澪との別れを体験させること
を悩み、主治医の尚美に相談する。澪は何とか記憶を取り戻したいと
切望し、巧は２人の出会った中学校に連れて行く。

４７分

2546
いま、会いにゆきます　３
ＴＢＳ　平成17年7月1７日

　佑司のクラスに、転校生の岡崎博がやってきた。ある日、博は金魚
の水槽を割ってしまうのだが、それを佑司のせいにする。そのことに
傷つく佑司。しかし巧は仕事のことに精一杯で、佑司の心に寄り添っ
てやることができなかった。

４７分

2547
いま、会いにゆきます　４
ＴＢＳ　平成17年7月24日

　部屋を片付けている時に「ゆうじの成長記録」と書かれた箱を見つ
けた澪。その中には佑司にまつわるいくつものガラクタと、四葉のク
ローバーが入っていた。この四つ葉のクローバーは中学時代に澪が
巧に贈ったものだと、巧から聞かされる。

４７分

2548
いま、会いにゆきます　５
ＴＢＳ　平成17年7月31日

　中学時代の巧の教科書に書かれていた澪のパラパラ漫画。そこに
は自転車の練習をする澪自身が書かれていた。自分が自転車に乗
れないという、そんな事実さえも忘れていることにショックを受けた
澪。澪は今の自分になろうと行動を起こす。

４７分

2549
いま、会いにゆきます　６
ＴＢＳ　平成17年8月7日

　巧は図書館長から、リストラの対象になっていることを告げられる。
巧は病気のため、フルタイムで働くことができないのだが、巧はリスト
ラをされないようにと、残業までして働き、ついには発作で倒れてしま
う。事情を知らない澪は心配する。

４７分

2550
いま、会いにゆきます　7
ＴＢＳ　平成17年8月21日

　佑司の前では、母親でいられるようになった澪だが、巧と２人きりに
なると緊張してしまう。一方、巧に新しい彼女ができたのではと感じて
いた涼子が、確かめたい一心で巧の家を訪れる。そこで涼子は言う
はずではなかったことをつい口走ってしまう。

４７分

2551
いま、会いにゆきます　８
ＴＢＳ　平成17年8月28日

　いつもの時間になっても出勤しない巧を心配して、秋穂家を訪れた
万里子は、澪と出会ってしまう。そのことを聞いた巧は万里子にすべ
てを打ち明け、澪のことで苦しんでいる澪の母・涼子にも真実を伝え
ようと決心するのだが・・・。

４６分

2552
いま、会いにゆきます　９
ＴＢＳ　平成17年9月4日

　ある日のこと、澪は巧が隠していた絵本を、見つけてしまう。その内
容に不安を抱く澪。絵本にあった「宝物」という文字にひっかかりを覚
えた澪は、佑司と一緒に森に出かけて、宝物を持ち帰る。澪は、その
中に一冊の日記を見つけるのだが、そこには・・・。

４６分
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2553
いま、会いにゆきます　１０
ＴＢＳ　平成17年9月18日

　澪は過去に自分が書いていた日記を読み、自分に起こった出来事
を知ってしまう。６週間の雨の季節が終われば、愛する夫と息子を残
して消えていく運命だということを。雨の季節が終わりを告げたその
時、澪は１人、ある場所に向かう。

６０分

2554
電車男　第１話

フジテレビ　平成１７年７月７日

　山田剛司は典型的なアキバオタク。そんな剛司が、電車の中で
酔っ払いにからまれていた美しい女性・青山沙織を助けた。これが電
車男とエルメスの初めての出会いだった・・・。
掲示板という電脳空間と現実の恋に揺れる毒男（独身男性）の姿を
描き、さまざまな社会現象を巻き起こしたあの『電車男』がついに登
場！

５８分

2555
電車男　第２話

フジテレビ　平成１７年７月14日

　エルメスからの電話に出られなかった剛司。急いで電話しようとした
が携帯の電池がきれてしまう。充電器を求める剛司だが、さまざまな
妨害に遭ってしまう。ようやく家にもどり、掲示板の仲間の応援を受
け、エルメスに電話するのだが・・・。

４７分

2556
電車男　第３話

フジテレビ　平成１７年７月21日

　沙織（＝エルメス）と初めての食事にこぎつけた剛司。ネットの住人
の協力によって、事前準備もばっちりだった。楽しいひとときを過ごす
沙織と剛司。疎の席で、休日の過ごし方を聞かれた剛司は「ネット
サーフィン」と答える。しかし沙織はそれを「サーフィン」と聞き間違
え、２人は今度、サーフィンをやりに海に行くことになってしまう。

４７分

2557
電車男　第４話

フジテレビ　平成１７年７月２８日

　沙織の勘違いから、趣味はサーフィンということになってしまった剛
司。今更アニメが趣味とは言えず、ひそかにサーフィンの猛特訓を始
める。　　　　　　　しかし掲示板で、「エルメスにウソをついたことは忘
れるな」と言われ、剛司は悩む。

４７分

2558
電車男　第５話

フジテレビ　平成１７年８月4日

　なぜか沙織や果歩たちと合コンすることになった剛司。その帰り
道、最近沙織がストーカーに狙われていると相談される。心配してボ
ディーガードを引き受けるが、果たして非力なアキバオタクの剛司が
沙織を守りきれるのか。

４７分

2559
電車男　第６話

フジテレビ　平成１７年8月11日

　初めて沙織の家に招かれた剛司。なかなかいい雰囲気に、掲示板
の住人も「早く告白しろ」と大いに盛り上がる。一方、オタク仲間の松
永が、アニメオタクの祭典コミックキングダムに出店することになり、
剛司はそれを手伝うことに。自分がオタクだということを隠している剛
司は、沙織にばれないようにと図るが・・・。

４７分

2560
電車男　第７話

フジテレビ　平成１７年８月18日

　ウソをついていたことが原因で、沙織は剛司に「もう会わない」と告
げる。何とか関係を修復したい剛司は「脱オタク」しようとする。沙織
の誕生日。剛司は沙織に「初めて待ち合わせた場所で待ってる」
と・・・。

４７分

2561
電車男　第8話

フジテレビ　平成１７年８月25日

　沙織と剛司の関係は、気まずくなったまま。沙織は過去の出来事が
原因で、男性のつくウソがどうしても許せないのだ。剛司はすべてを
告白して、沙織に許してもらおうとする。一方、エルメスが沙織のこと
だと知った和哉は、沙織に積極的にアタックを開始。剛司の邪魔をす
る。

４７分

2562
電車男　第９話

フジテレビ　平成１７年９月1日

　剛司はパソコンを買い換えるという沙織と一緒に秋葉原に行くこと
になる。思いもかけないアキバデートで盛り上がる二人。剛司はひょ
んなことから沙織の家族と食事することになるが、そこに長い間不在
だった沙織の父親が現れて、離婚話を切り出す。

４７分

2563
電車男　第１０話

フジテレビ　平成１７年９月15日

　あらじんちゃんねるに剛司が書き込みをしていたことが、とうとう沙
織にばれてしまう。ショックを受けた沙織は剛司に「もう二度と現れな
いで」と告げる。これでエルメスとの恋も終わったと沈む剛司。掲示板
の住人達は「あきらめるな」と励ますが・・・。

４７分

2564
電車男　最終回

フジテレビ　平成１７年９月22日

　剛司は掲示板の住人に励まされ、沙織に告白することを決心する。
「２人だけの秘密の場所でずっと待っている」・・・。果たして沙織は現
れるのか。電車男とエルメスの物語がついに完結！

７１分

2567

終戦の日　スペシャルドラマ
覚悟　～戦場ジャーナリスト

橋田信介物語～
ＴＢＳ　平成17年8月15日

　２００４年５月２７日、イラクで日本人ジャーナリスト２人が殺される事
件が起こった。このﾄﾞﾗﾏは、殺害された橋田信介氏の妻・幸子さんが
執筆した「覚悟」を元に作られたもので、事件の真相と橋田信介という
ジャーナリストの生きざま、橋田氏の遺志を受け継いで行われている
モハマド君の治療等について描いている。

９６分

4 



番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時　間

2568

「涙そうそう」プロジェクト
ドラマ特別企画　広島

昭和20年8月6日
ＴＢＳ　平成17年8月29日

　広島の産業奨励館（現在の原爆ドーム）の近くに住む三姉妹と弟を
中心に原爆が投下されるまでの３週間を描く。３姉妹はそれぞれ懸命
に働いていた。１５歳の弟は姉達に希望という花言葉を残して出征す
る。苦しい戦時下であっても、恋に友情に精一杯の暮らしをしていた
３姉妹。そしてついに運命の日がやってくる。

１３７分

2569

プレミアムステージ　　特別企画
終戦六十年　スペシャルドラマ

実録・小野田少尉　遅すぎた帰還
フジテレビ　平成17年8月13日

　昭和４９年３月、小野田少尉はルバング島から生還した。終戦から
３０年。仲間を失い一人になっても上官の命令どおり遊撃戦士として
任務を遂行していた小野田。日本の敗戦が信じられず、帰国を勧め
る捜索隊や肉親の呼びかけにも応じなかった。だが一人で捜索に来
た日本人青年・鈴木紀夫が生還のきっかけをつくる。

１０７分

2570
金曜エンタテイメント

ＷＡＴＥＲ　ＢＯＹＳ　２００５夏　１
フジテレビ　平成17年8月19日

　第一志望の東大医学部受験を失敗し、東大農学部に入学した田中
は、ガールフレンドの響子には医学部に入学したとウソをついてい
る。田中は高校時代に行った男子シンクロのせいで医学部に落ちた
と思い、シンクロをやったことを後悔していた。そんな田中は、養豚場
の実習のために南の島に行くことになる。

９６分

2571
プレミアムステージ

ＷＡＴＥＲ　ＢＯＹＳ　２００５夏　２
フジテレビ　平成17年8月20日

　南の島の高校生にシンクロを教えることになった田中。発表の舞台
は１０年ぶりの村祭り。しかし、島の開発事業計画が進み、村祭りは
中止になりそうなる。男子シンクロを成功させるために、田中やシンク
ロメンバーたちは頑張る。

９７分

2572

金曜エンタテイメント　２夜連続
積木くずし真相　あの家族、

その後の悲劇　　前期
フジテレビ　平成17年9月2日

　「積木くずし」は、２０年以上前に出版され、ベストセラーとなり社会
現象にまでなった。その「積木くずし」には書かれていなかった、親と
子の真実を前編・後編に分けてドラマ化。前編は、崩壊しかけた家族
が再生するまでの２００日に及ぶ格闘の日々を描く。

９６分

2573

金曜エンタテイメント　２夜連続
積木くずし真相　あの家族、

その後の悲劇　　後期
フジテレビ　平成17年9月3日

　余命あと１年と宣告された朋美は、母の死を乗り越え、働きながら
介護士の資格取得を目指して頑張っていた。朋美の亡くなった後、杉
原が朋美の手記を持って、信悟の前に現れる。はたして、その手記
に書かれていたのは、いったい何だったのか。朋美の真実の姿と
は？

１０８分

2574

平成17年度（第60回記念）
文化庁芸術祭参加作品

飛鳥へ、そしてまだ見ぬ子へ
フジテレビ　平成17年10月10日

　２００５年春・沖縄。沢村清治の次女・清子の結婚式が行われてい
た。見守る姉･飛鳥、母・美和、祖父、祖母。皆、心の中で今は亡き清
治のことを思い出していた。昭和５４年１月に、ガンのために３１歳の
若さでこの世を去った医師･井村和清氏の同名手記（祥伝社刊）をも
とにﾄﾞﾗﾏ化された作品。

１１５分

2575
角川グループ創立

60周年記念作品妖怪大戦争
角川ヘラルド映画　　平成17年

　両親の離婚で母親の田舎で暮らすことになったタダシは、少しひ弱
な男の子。夏祭りで『麒麟送子（きりんそうし）』に選ばれたタダシは、
世界に平和をもたらすという伝説の剣をとりに大天狗の山に行く。そ
の頃、魔人・加藤は人間に復讐をするため、大怨霊（だいおんりょう）
ヨモツモノを復活させていた。

１２５分

2576
夢千代日記

東映　　昭和60年

　　兵庫県温泉町の置屋・はる屋のおかみ夢千代は、列車から飛び
降りる女の姿を目撃する。同じ列車に乗っていた旅役者の宗方もそ
れを見たはずだが、警察の調べに彼は言葉を濁す。実は宗方には人
に言えない過去があったのだ。それとは知らず、夢千代はしだいに宗
方にひかれていく。

１２９分

2577
北の零年

東映　　平成16年

幕末の動乱で、明治政府から北海道移住を命じられた淡路島の稲田
家の人々は慣れない生活に悪戦苦闘していた。家臣の小松原は最
新の農業技術を学ぶため、１人札幌へと旅立つがなかなか帰らな
い。妻の志乃は夫を追って雪の中旅立つが行き倒れてしまう。志乃
はアメリカ人エドウィンに救われ、彼から牧畜の技術をならう。

１７０分

2578
劇場版

仮面ライダーヒビキと7人の戦鬼
東映　　平成17年

　現在の仮面ライダーたちの先祖にあたる仮面ライダーの物語。戦
国時代、仮面ライダーたちは鬼と呼ばれ、人間たちに嫌われていた。
しかしライダーたちは、ある村を救うために強大な敵と戦うことを決意
した。

７８分

2579
ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ

オマツリ男爵と秘密の島ー
東映　平成17年

　航海中にオマツリ島の地図を見つけたルフィたち。リゾート気分でオ
マツリ島にやってきたルフィたちを待ち受けていたものは、オマツリ男
爵による地獄の試練だった。さまざまな試練を受ける中、ルフィの仲
間が次々と消えていく。一体オマツリ島で何が起きているのか・・・。

９２分

5 
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2581

十津川警部　シリーズ３４
ブルートレイン寝台特急「あさか

ぜ」
殺人事件

ＴＢＳ　平成17年3月28日

　東京発下関行きの寝台列車「あさかぜ」と九州L特急ソニック７号を
途中下車した美女。２つの列車で起こった殺人事件と、途中下車した
美女との関係は？十津川警部と亀井警部の名コンビが連続殺人事
件の謎に迫る。

９６分

2584
ブラック・ジャック

Ｋａｒｔｅ：０８　奇跡の腕
読売テレビ　平成16年11月29日

　能ずしで働くタクの夢は、目の不自由な故郷の母親に、日本一おい
しいすしを食べさせることだった。しかしその夢がかなうという時、タク
は交通事故に遭い両腕を失ってしまう。タクは事故を起こした明に夢
を託そうと考え、二人三脚の修行が始まる。

２５分

2585
ブラック・ジャック

Ｋａｒｔｅ：１２　にいちゃんを返せ！
読売テレビ　平成1７年1月2４日

　ピノコは、テレビ番組に登場する、改造人間ゴーラスに夢中。その
ゴーラスを演じるタカオが足を患って、ブラック・ジャックに診てもらう
ことになった。　　　　　しかし、タカオの弟ユキオは、兄が改造人間に
されると思い込み、１人で兄を助けに向かった。

２５分

2586
ブラック・ジャック

Ｋａｒｔｅ：４４　ピノコ誕生
読売テレビ　平成1７年10月10日

　ブラックジャックの元に、ある患者が運ばれてきた。おなかに大きな
腫瘍があり、その腫瘍を切り取ってほしいと依頼されたのだ。ブラック
ジャックは早速手術を行うが・・・。ブラックジャックとピノコの出会いの
物語。

２５分

2589

民話の田舎にご宿泊
田舎に泊まろう！3時間スペシャ

ル
テレビ東京　平成17年3月27日

　芸能人が田舎を旅し、民家に一晩泊めてもらう「田舎に泊まろう」の
スペシャル版。宿泊を断られた回数の番組記録を持つ湯原昌幸も再
度挑戦する。また、今回は湯原の妻も挑戦することになった。湯原は
妻にお泊り交渉の極意を教えるが、肝心の湯原は・・・。

１４１分

2590
発堀！あるある大事典Ⅱ
体脂肪を減らす救世主

関西テレビ　平成17年2月20日

　中年になると、体に付いた余計な脂肪を落とそうと思ってもなかな
か減らなくなってきたと実感する人が多い。実はこれは体内のある物
質が老化とともに減少してきたせい。その物質を補うと、わずか１週
間で体に劇的な変化が起きた！体脂肪の気になるあなた、必見で
す！

４７分

2591

発堀！あるある大事典Ⅱ
わずか3分でOK！肩こりタイプ別

解消法
関西テレビ　平成17年9月4日

  肩こりを原因別に３つのタイプに分け、それぞれを解消するための３
分間体操を考案、紹介してくれる。「あまり肩こりを体験したことがな
い」という志村けんさん。その理由も明らかになる。
世界最新情報は、オーストラリアから。胃かいようの予防に、殺菌作
用のあるハチミツが効果をあげている。

４７分

2592
発堀！あるある大事典Ⅱ
話し方で脳が若返る！

関西テレビ　平成17年9月4日

　脳をあまり使わない話し方をしていると、コミュニケーションがとりづ
らいばかりでなく、脳の衰えを招いてしまう。会話をする時の脳の働き
を実験し、脳をフル回転させる話し方の秘けつを紹介する。

４７分

2597

生活ほっとモーニング
にっぽん体験こだわり旅

ジローラモさんと行く　熊本・天草
ＮＨＫ　平成18年1月12日

　イタリア人タレントジローラモさんが熊本県天草に故郷南イタリアを
探す。青い海に浮かぶ島々、小さな教会・・・キリシタン文化が花開い
た地に、今もその末裔達が信仰を守り暮らす天草諸島。建築家として
教会を訪ねたり、新鮮な魚介類に出会う。

５０分

2598

あれ？もしかして・・・
～高齢者を狙う悪質な

住宅リフォーム～
東京都消費生活総合センター

　高齢者を狙う悪質商法被害が後を絶たない。手口は日々巧妙化
し、高齢者が一人で防御することは難しい。家族、ホームヘルパー、
ケアマネージャー、民生委員、ご近所の方などの見守りの目が大切
だ。このビデオでは、悪質業者の手口や、トラブルに遭わないための
注意点や対処法を紹介している。

１９分

2599

カードに潜む見えざる罠
～カードトラブルに

巻き込まれないために～
東京都消費生活総合センター

　キャッシュカード、クレジットカードから電子マネーカードまでさまざ
まなカードが登場し、一見便利なカード社会と思われる中、思わぬ落
とし穴がある。このビデオではカード社会の予期しないカードトラブル
の実例を取り上げ、被害に遭わないための注意喚起や具体的な対
応策を紹介している。

２０分

2600

ムーブ２００５
たけトラの海

ＲＫＢ毎日放送
平成17年2月13日

　竹虎さんは生後まもなくの急性肺炎が原因で耳が聞こえない。父と
漁師をしている。ある本を読み、人生は楽しまなければと考えるよう
になり、水泳、絵画、そして５年まえからジャズダンスを習う。強力な
補聴器を頼りに、他ダンサーを盗み見て激しい動きをこなす。博多座
での本番、客席には反対していた父の姿が。

２５分

6 
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2602
ＢＳおかあさんといっしょ

ファミリーコンサートｉｎ金沢
ＮＨＫ　平成17年1月4日

　歌のお兄さん、歌のお姉さん、体操のお兄さん、ダンスのお姉さん
と歌って踊って楽しく遊ぼう。金沢収録版。歌は、「どんな色がすき」
「たまごまごまご」「かわいい魚屋さん」「ふるさと」「どうぶつオーケスト
ラ」「変身カタﾂﾞケルンジャー」「五ひきのこぶたとチャールストン」
「ジャングルポケット」「あ・い・うー」「スプラッピ・スプラッパ」

３０分

2603

とっても健康らんど
子どものうちから対策を！ 紫外

線
九州朝日放送

平成17年6月18日

　今回のテーマは「紫外線」。紫外線とは何か。紫外線の種類、その
害や予防について。子ども時代からの蓄積がシミやしわの原因をも
たらすこと、恐ろしい皮膚がんで一番注意が必要な部位は下唇であ
ること等など意外に知らなかった基礎知識を専門家が分かりやすく解
説する。

１２分

2604

とっても健康らんど
痛みとたたかわずして
付き合うべし！片頭痛

九州朝日放送
平成１７年７月３０日

　今回のテーマは「片頭痛」。日本中で８４０万人が悩み、特に３０代
の働き盛りの女性に多いという。その症状の特徴や起こる仕組み、
主に薬物療法による治療法や片頭痛が起こった際の対処法などを
専門家が分かりやすく解説する。大切なのは片頭痛に対する自覚だ
という。

１２分

2609

いきいき！夢キラリ
ぼくの天職は・・
理容師　第８６回

テレビ朝日　平成18年2月19日

平成１７年１２月。年に一度開かれるジャパンヘアデザインコンテスト
のブロース部門に挑戦するろうあの理容師・上原正裕さん。２歳の
時、髄膜炎を患い、薬の副作用で聴力を失った彼が、理容界の世界
チャンピオン・田中トシオ氏の指導でコンテストに挑戦するまでになっ
た過程を描く。

２７分

2610

その時歴史が動いた
さらばサムライ

～西郷隆盛　徴兵制の決断～
ＮＨＫ　平成17年6月22日

鎌倉以来の武士制度に終わりを告げた明治５年の徴兵制の導入。
政府の中心にいて武士の世の幕引きを託されたのは、サムライの中
のサムライといわれた西郷隆盛だった。西郷の動きを中心に、廃藩
置県、徴兵制の実現までの道のりを追う。

４３分

2611

その時歴史が動いた
さらばサムライ

～西南戦争・田原坂の真実～
ＮＨＫ　平成17年6月29日

廃刀令、徴兵制・・・。明治維新を迎え、サムライたちを締め付ける政
策が次々と打ち出され、士族たちの不満は限界に達していた。遂に
巨人・西郷隆盛が兵を率いて立ち上がる。
明治維新最大の功労者・西郷はなぜ新政府に楯突くようなことをした
のか。西郷に恩義のある山県有明はなぜ士族を追い詰めたのか。
「越すに越されぬ田原坂」の戦いの真実を明かす。

４３分

2612

その時歴史が動いた
日露衝突を回避せよ

～高田屋嘉兵衛　決死の交渉劇
～

平成17年8月24日

高田屋嘉兵衛は、商いで北海を航行中、ロシア船にさらわれ捕虜と
なった。極寒の地から抜け出すために嘉兵衛が挑んだ賭け。それは
自らが仲介役となり、日露紛争を解決することだった。嘉兵衛はどの
ように日露の衝突を回避したのか。

４３分

2616
３年Ｂ組金八先生
第７シリーズ　１

ＴＢＳ　平成16年10月15日

２年Ｂ組担任の花子が産休に入ったために金八は２年ぶりに２年Ｂ組
の担任として桜中学の教壇に立つこととなった。久しぶりの学校生活
に期待する金八だったが、受け持つクラスは最悪のクラスだった。さ
らに当初３月いっぱいの代理の予定は、和田教育長の考えもあっ
て、延長されることとなった。

９６分

2617
３年Ｂ組金八先生
第７シリーズ　２

ＴＢＳ　平成16年10月22日

Ｂ組の生徒は、無関心な者、自分の勉強の遅れだけを気にする者、
人の発言をちゃかす者などバラバラでまとまりがない。そんな中、クラ
ス生徒たちは金八が弥生の障害について話さなかったことを怒る。
学校から知らせを受けて駆けつけた弥生の母は、母親としての思い
を生徒たちに語る。

４７分

2618
３年Ｂ組金八先生
第７シリーズ　３

ＴＢＳ　平成16年10月29日

ある日、金八は校内に落ちていた小さな物を踏んでしまう。それが何
か分からず、３Ｂで心当たりがある者はいないか聞いたところ、突然、
征幸は教室を飛び出して行った。金八が踏んだものは征幸の弟の補
聴器だった。征幸は弟がいじめられたと思い、弟のいるクラスに殴り
込んだ。

４７分

2619
３年Ｂ組金八先生
第７シリーズ　４

ＴＢＳ　平成16年11月5日

文化祭の時期がやってきたが３Ｂの出し物は何も決まっていない。歴
代３年Ｂ組がやってきたソーラン節が候補にあがるものの、なかなか
意見がまとまらない。一方、金八は給食費を滞納している狩野伸太
郎の自宅を訪ねるが、伸太郎の両親は「忙しい」と言って金八の話を
聞こうとしなかった。

４７分

2620
３年Ｂ組金八先生
第７シリーズ　５

ＴＢＳ　平成16年11月12日

金八と勝負するためにクラス一丸となってソーラン節を踊ることになっ
た３Ｂ。文化祭本番に向け、３Ｂのソーラン節猛練習が始まった。そし
て先輩３Ｂの協力のお陰で、３Ｂの踊りもようやく仕上がり、いよいよ
文化祭当日を迎える。

４７分

7 
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2621
３年Ｂ組金八先生
第７シリーズ　６

ＴＢＳ　平成16年11月19日

卒業生の広島美香と高鳥よし江が金八と養護の本田先生を訪ねて
桜中学にやってきた。小学校の養護教諭をするよし江は性教育の教
材として作った２体の人形を金八に預かってほしいと頼む。しかしそ
の人形が原因で、金八や本田先生は校長と言い争うことになる。

４７分

2622
３年Ｂ組金八先生
第７シリーズ　７

ＴＢＳ　平成16年11月26日

金八は帰宅途中に、孝太郎らしき少年をみかける。高笑いしながら
夜の道を走る孝太郎。シンナーをやっているのでは？と金八は孝太
郎を心配する。また、普段から和晃の家に入り浸っている孝太郎に
対し、和晃の母の怒りは頂点に達する。

４７分

2623
３年Ｂ組金八先生
第７シリーズ　８

ＴＢＳ　平成16年12月3日

スペシャルオリンピックスのトーチラン本番の日がやってきた。この日
のために練習を重ねてきた弥生は、金八や３年Ｂ組の仲間たちが見
守る中、元気に走り出す。一方、しゅうを探す２人のヤクザが桜食堂
に現れる。そこには３Ｂの生徒達がトーチランの打ち上げをやってい
た。

４７分

2624
３年Ｂ組金八先生
第７シリーズ　９

ＴＢＳ　平成16年12月10日

しゅうが暴行を受け休んでいるせいで、伸太郎をはじめ３Ｂのみんな
に元気がない。そんな中、舞子が、しゅうに宛てたお見舞いのノートを
作り、クラスのみんなに回す。和田教育長と金八は、桜中学に翌年度
から民間校長を迎えるべく、第一候補の板橋香奈に面会に行く。民
間校長の赴任については、先生方の反応もさまざまで・・・。

４７分

2625
３年Ｂ組金八先生
第７シリーズ　１０

ＴＢＳ　平成16年12月17日

金八先生と本田先生は、３Ｂの卒業生で今は小学校で６年生の担任
をしている井丸岡ルミから、「クラスの教え子に妊娠している生徒が
いて困っている」と相談を受ける。一方、その生徒は伸太郎の妹と仲
良しで、伸太郎は妹からは「友達はお兄ちゃんが相手だと言ってい
る」と言われ、困り果ててしまう。赤ちゃんの父親は伸太郎なのか？

４７分

2626
３年Ｂ組金八先生
第７シリーズ　１１

ＴＢＳ　平成17年1月7日

３年前、金八の教え子だった鶴本直が、金八を訪ねてきた。性同一
性障害を抱える直は１８歳の誕生日を目前に控え、いよいよ治療を
始めることに不安を抱いていたのだ。父親の会社が不渡りを出し、開
栄受験をあきらめるよう言われた崇史は、しゅうに相談しようと連絡
する。しかし、しゅうが約束の場所に現れない。しゅうの家まで様子を
見に行った崇史は、そこでショックな光景を目にし・・・。

９５分

2627
３年Ｂ組金八先生
第７シリーズ　１２

ＴＢＳ　平成17年1月14日

崇史の容体は予断を許さず、３Ｂの中に動揺が広がる。そんな中、動
揺していたはずのしゅうの様子が豹変し、崇史のことで暴言を吐いた
ため、とうとうクラスはバラバラに。伸太郎とシマケンが何とかみんな
をまとめようと走り回るが、みんなは勝手に帰宅してしまう。

４７分

2628
３年Ｂ組金八先生
第７シリーズ　１３

ＴＢＳ　平成17年1月21日

クラスがバラバラになってしまった翌日、朝、登校してきたのはクラス
の３分の１だった。しかし、金八はいつものように出席を取り始める。
そして授業は「相田みつをの言葉」から発展し、将来の夢、さらには
命の授業へと続いていく。

４７分

2629
３年Ｂ組金八先生
第７シリーズ　１４

ＴＢＳ　平成17年1月28日

私立高校の推薦入試が近づき、３Ｂでも面接の練習をすることに。伸
太郎や孝太郎、有希たちが金八先生の特訓を受けるが、みんななか
なかきちんと話せない。そんな中、一番困った状況になったのが車掌
だった。車掌はメガホンを使わずに話すことができない。面接でメガホ
ンを使わないために、３Ｂ全体でトレーニングを試みるが・・・。

４７分

2630
３年Ｂ組金八先生
第７シリーズ　１５

ＴＢＳ　平成17年2月4日

推薦入試の結果、数名の合格者が出てムードがよくなってきた３Ｂ。
ところが、推薦で合格を決めたシマケンの元気がない。給食を食べな
かったことからみんなに問い詰められ、父親のケガで給食費が払え
なかったことがわかる。それを聞いたみんなは、１年の時から給食費
を払ったことのない伸太郎を非難してしまう。非難された伸太郎は、
親に給食費を払わせようとするが・・・。

４７分

2631
３年Ｂ組金八先生
第７シリーズ　１６

ＴＢＳ　平成17年2月11日

２月も中旬となり、私立一般入試の結果も出揃い、明るい雰囲気の３
Ｂ。また、しゅうの母親が自宅に戻り、金八も一安心する。
しかし、しゅうの腕に注射の跡を見てしまった舞子は、１人悩む。そし
て、しゅうの母もまた、しゅうの異変に気づいて・・・。

４７分

2632
３年Ｂ組金八先生
第７シリーズ　１７

ＴＢＳ　平成17年2月18日

都立高校の入試が間近に迫ってきた。就職を希望するしゅうに崇史
は、「一緒の高校に行こう」と告げる。覚せい剤の恐怖におびえなが
らも、しゅうは高校進学を目指すことを決心する。

４７分

2633
３年Ｂ組金八先生
第７シリーズ　１８

ＴＢＳ　平成17年2月25日

しゅうが覚せい剤に手を染めたことに気づく舞子。しゅうは「もうクスリ
はやめたから、誰にも言わないで」と頼む。舞子はそれを信じ、誰にも
話さないことにする。しかししゅうは、受験勉強がはかどらないことに
焦り、約束を破って再び覚せい剤に手を出してしまう。

４７分

8 
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2634
３年Ｂ組金八先生
第７シリーズ　１９

ＴＢＳ　平成17年3月4日

覚せい剤を購入した生徒を捜すため、警察が桜中学にやってきた。
教室ではしゅうが覚せい剤の禁断症状から暴れていた。しゅうが覚せ
い剤を使ったと知った金八は、しゅうのためにドラッグの授業を行う。

４７分

2635
３年Ｂ組金八先生
第７シリーズ　２０

ＴＢＳ　平成17年3月11日

しゅうが警察に連行された。事件を受けて、桜中学に保護者や地域
の人々が集まり話し合いがもたれた。そこでは暴れるしゅうをそのま
まにして、授業を行った金八への批判が集中する。教師としての無力
さに打ちのめされた金八は、ついに…。

４７分

2636
３年Ｂ組金八先生
第７シリーズ　２１

ＴＢＳ　平成17年3月18日

金八の決意を知った北や乾たちは、必死に引きとめるがその決意は
固い。一方、審判の結果によっては、しゅうが少年院に行くことになる
かもしれないと知り、３Ｂの生徒たちは嘆願の署名集めを始める。

４６分

2637

３年Ｂ組金八先生
第７シリーズ

卒業スペシャル　Ｖｏｌ．1
ＴＢＳ　平成17年3月25日

最終回直前に今までの放送を振り返る。史上最低の３Ｂを相手にし
た金八の悪戦苦闘や虐待と覚せい剤という重い問題を抱えたしゅう
の苦しみなどをダイジェストで紹介。３ＢのＯＢたちや芸能界の金八
ファンからの熱いメッセージを交えて送るスペシャル。

５１分

2638

３年Ｂ組金八先生
第７シリーズ

卒業スペシャル　Ｖｏｌ．２
ＴＢＳ　平成17年3月25日

しゅうの審判が始まった。少年院送致になるのか、保護観察処分に
なるのか。３Ｂはしゅうのために、嘆願書の署名を集めることにする。
審判が下りるのは桜中学の卒業式の日。しゅうは卒業式に現れるの
か。金八は本当に教師を辞めてしまうのか。

１４５分

2639

３年Ｂ組金八先生
第７シリーズ

卒業スペシャル
ＴＢＳ　平成17年12月30日

３Ｂが卒業してから８か月。少年院に入っていたしゅうの出院が近づ
いていた。３Ｂの仲間たちはしゅうの卒業式を行おうと準備に張り切る
が、しゅうの住んでいた家は売りに出され、母親の行方もわからなく
なっていた。桜中に再び集まる３Ｂたち。しかしその中に康二郎の姿
だけがなかった。そして康二郎からチビあすに「金を持ってきてくれ」
と助けを求める電話が入るが…。

１２０分

2641

終戦６０年　ドラマスペシャル
零のかなたへ

～ＴＨＥ　ＷＩＮＤＳ　ＯＦ　ＧＯＤ～
朝日放送　平成１７年9月10日

漫才師の田代誠と袋金太は、トラック事故に巻き込まれる。２人が意
識を取り戻したのは、なぜか昭和２０年８月の特攻隊最前基地だっ
た。しかも、彼らは「岸田、福元」と、全く違う名前で呼ばれるのだ。隊
の若者が次々と出撃していく中、金太は、１枚の写真を見て、がく然
とする。

９５分

2642

きょうの健康
スッキリ　眠れていますか？

寝不足は万病の元
ＮＨＫ　平成17年5月9日

今の日本では、自分の睡眠に満足していない人が２０％もいるとい
う。不眠はほっておくと、日中の活動に影響し身体の不調も招く。不
眠にはさまざまなパターンがあり、それぞれ原因も対処法も異なる。
眠たくなる仕組みや不眠のパターンについて、東京慈恵会医科大学
助教授の伊藤洋さんにお話を伺う。

１５分

2643

きょうの健康
スッキリ　眠れていますか？

ストレスによる寝不足
ＮＨＫ　平成17年5月10日

ストレスがあるとなかなか寝つけないという人は多い。ストレスがある
と眠りが浅くなり、夜中に目覚めてしまう人もいる。会社での昇進や
結婚などもストレスになることがある。ストレス不眠を改善するポイン
トや、自分に合った枕選びのコツを紹介する。

１５分

2644

きょうの健康
スッキリ　眠れていますか？

高齢者に多い不眠
ＮＨＫ　平成17年5月11日

高齢者が不眠になりやすいのは、体が成長に関わる深い睡眠を必要
としなくなることと、日中の活動量が減り、睡眠で疲れをとる必要も少
なくなるため。このような高齢者の不眠を改善するための方法を紹介
する。

１５分

2645

きょうの健康
スッキリ　眠れていますか？

薬の正しい使い方
ＮＨＫ　平成17年5月12日

睡眠薬を服用する際には、副作用を知っておくことが大切。睡眠薬の
種類や効果、そして服用時の注意点について紹介する。また、薬を
やめる時期、やめ方などについても紹介する。

１５分

2650

ちびまる子ちゃん
「まるこ、お姉ちゃん風を吹かす」

「ヒデキの誕生日」
フジテレビ　平成17年4月10日

「まるこ、おねえちゃん風をふかす」４月。新一年生が入ってきた。仲
良くなったまさみちゃんに、先輩として、いろいろなことを教えるまる子
だったのだが…。「ヒデキの誕生日」まる子の姉のさきこは、西城ヒデ
キの大ファン。ヒデキの誕生日にお祝いの手紙を出し、返事を待つ姿
を見て、まる子はあることを思いつく。

２５分

2651

ちびまる子ちゃん
「真夏の枕」

「備えあれば憂いなし」
フジテレビ　平成17年8月28日

「真夏の枕」暑い夜が続き、まる子は寝不足気味。枕だけでもすずし
い物にしようと、調査を開始。そしてまる子はある物を枕に入れたら、
一石二鳥だとひらめく。「備えあれば憂いなし」防災訓練に参加した友
蔵とまる子。家では非常時に備えて、それぞれが荷物をまとめるとい
うことになったのだが。

２５分

9 
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2652

ちびまる子ちゃん
「まる子、カッパに想いを寄せる」

「虹をみよう」
フジテレビ　平成17年9月4日

「カッパに想いを寄せる」川のほとりで見かけた看板のモデルはカッ
パ。『本当にカッパはいるのか？まる子たちは探しに出かける。
「虹をみよう」花輪君が虹を見る道具・プリズムを貸してくれることに
なった。みんなでジャンケンで順番を決めて、一日交代で借りること
になったのだが・・。

２５分

2653

ちびまる子ちゃん
「まる子、大根に学ぶ」
「幸福行きのキップ」

フジテレビ　平成17年11月27日

「まる子、大根に学ぶ」ヘタな役者を大根役者というのは、なぜかお
父さんから、自分で考えるように言われたのだが、まる子はさっぱり
分からない。
「幸福行きのキップ」北海道の愛国駅から幸福駅行きのキップが大
ブーム。そのキップが手に入らないまる子たちは、自分たちのキップ
を作ることに。

２５分

2654

とっとこハム太郎
とっとこ空から！

そらハムくん
テレビ東京　平成17年7月15日

ハムちゃんずが遊んでいると、空からハムスターが落ちてきた。名前
は、そらハムくん。何とかして空を飛びたいと、きずだらけになりなが
らがんばるそらハムくん。ハムちゃんずのみんなは、空を飛ぶ方法を
考え始める。

２３分

2655

とっとこハム太郎
とっとこホクホク！

リボンちゃん
テレビ東京　平成17年9月16日

リボンちゃんはハム太郎と２人きりでデートすることになった。おしゃ
れをして出かけたが、途中で長老ハムを助けたり、水たまりに落ちて
しまったりと、いろいろ事件が起きてなかなか約束の場所に行くこと
ができない。どうするリボンちゃん！？

２３分

2656

とっとこハム太郎
とっとこ正義の！

ハムハーマン
テレビ東京　平成17年9月30日

ハム太郎はハムハムタウンで働くサラリーマン。しかしその正体は、
あいぼうのどんちゃんとともに、町の平和を守る正義の味方・ハム
ハーマンだったのだ。いま町では、いたずらばかりする三人組・ブラッ
クおとめ・ずーがあばれていた。三人の後ろには、さらにおそろしいま
法を使うブラック・プリンスがいた！

２３分

2665
世界名作劇場　家なき子レミ　１

悲しい誕生日
日本アニメーション

主人公のレミは、貧しいけれど、お母さんと妹と３人で仲よく暮らして
いました。お父さんはずっと前からパリに出かせぎに行っています。
お父さんさえ帰ってくれば、家族はとても幸せなはずでした。
ところが、お父さんがパリで大ケガをし、働けなくなって村に帰ってき
ました。そして信じられないことを言ったのです。

２５分

2666
世界名作劇場　家なき子レミ　２

さようならお母さん
日本アニメーション

すべてを知ったレミは、少しでも家の助けになればと働きに出ようと
決心します。それを知った父親のジェロームは、レミを売り飛ばそう
と、村に来ていたポリネールに相談を持ちかけました。ポリネール
は、人買いの仕事をする男で、ジェロームに金をわたし、レミを納屋に
閉じ込めてしまいました。

２４分

2667
世界名作劇場　家なき子レミ　３

ヴィタリス一座
日本アニメーション

レミとヴィタリス一座との旅が始まります。一緒に旅をするのですか
ら、何もしないわけにはいきません。「働かない者にはパンは与えな
い」、それがヴィタリスさんのやり方でした。レミは、一座の役者とし
て、セリフをいっしょうけんめい練習します。そして一座は、ユセルの
町に到着しました。

２４分

2668
世界名作劇場　名犬ラッシー　１

ひとりじゃない
日本アニメーション

主人公のジョンは、１人っ子でちょっぴりあまえんぼうの男の子です。
お母さんが看護婦をしているので、１人で過ごすことの多い子どもで
す。ある日、ジョンは友達のコリンを手つだって村はずれに届け物を
した際、子犬を拾います。その犬はまだ赤ちゃんで元気がなく、ジョン
は大あわてで世話をします。

２５分

2669
世界名作劇場　名犬ラッシー　２

大さわぎの留守番
日本アニメーション

次の日、ジョンは拾ってきた子犬を家に置いて学校に出かけました。
ジョンが出かけてしばらくすると、子犬は入れられた箱から出て家の
中を歩き回り、家の中はめちゃくちゃにされてしまいます。そこへ、て
つ夜明けのお母さんが帰宅し、子犬は見つかってしまいます。

２５分

2670
世界名作劇場　名犬ラッシー　３

さよならラッシー
日本アニメーション

子犬のことがかわいくてしかたのないジョンは、子犬をお母さん犬に
会わせるため、元の飼い主を探し始めます。そして、子犬を拾った場
所近くの川で、子犬の首輪の落ちているボートを発見します。首輪に
はラッシーと書かれいました。ジョンが「ラッシー」と呼ぶと子犬は返事
をします。ジョンは、ラッシーが川の上流からボートに乗って流れ着い
たと考え、川をさかのぼることにしました。

２４分
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番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時　間

2671

みんな社会に生きている
～聴覚障害者とそのコミュニケー
ションについて理解を広げるため

に～
第1巻　聴覚障害とは何か

東京ロータリークラブ　２００６年
制作

聴覚障害とはどのような障害なのかを３つの内容で説明する。1.聴覚
障害者と日本語：聴覚障害者は音声言語である日本語をどのように
獲得するのか。ろう学校などの文章教室の様子をみる。2.難聴者の
きこえ方：補聴器を使えば聞こえるようになるのか。難聴者が実際に
聞いている音声を通して説明する3.中途失聴者とは：人生の半ばで
聴覚に障害をもった人たちの話を聞く。聴覚障害者だからと言って必
ずしも手話ができるわけではない。

２５分

2672

みんな社会に生きている
～聴覚障害者とそのコミュニケー

ションについて
理解を広げるために～
第２巻　聞こえない人と

話してみよう
東京ロータリークラブ

２００６年制作

聴覚障害者と健聴者が共に暮らしていける社会について考える。1.
共に学ぶ：群馬大学教育学部の障害学生支援室を紹介する。聴覚
障害の学生に手話通訳やパソコン要約筆記などで情報保障が行わ
れている。2.共に働く：リコー・ヒューマン・クリエイツ株式会社で働くろ
う者と手話活動支援グループを紹介する。3.地域で共に生きる：阪神
淡路大震災の経験をしたろう者の話を通じて、地域で暮らす聴覚障
害者へのサポートを考える

２５分

2673

みんな社会に生きている
～聴覚障害者とそのコミュニケー

ションについて
理解を広げるために～

第３巻　共に生きる社会を作ろう
東京ロータリークラブ

２００６年制作

聞こえる人ができることは何だろうか。聴覚障害者とのコミュニケー
ションについて考える1.チャレンジ！コミュニケーション：聴覚に障害を
持つ人たちと話しをする際の注意点などを補聴器を利用する難聴者
から学ぶ。2.チャレンジ！手話：手話とはどのような言語なのか、例文
をまじえながら、手話を使うろう者から学ぶ

２５分

2674

みんな社会に生きている
～聴覚障害者とそのコミュニケー

ションについて
理解を広げるために～

第1巻聴覚障害とは何か
第２巻聞こえない人と

話してみよう
第３巻共に生きる社会を作ろう

東京ロータリークラブ
２００６年制作

シリーズ第１巻（ＥＡ２００６－００１）から第３巻（ＥＡ２００６－００３）ま
でをＤＶＤに納めたもの

７５分

2675

博士の愛した数式　　日本語字幕
版

住友商事/
「博士の愛した数式」制作委員会

２００６年制作

事故で自らの記憶を失い、大学の研究所の職も追われた天才数学
博士。今や８０分しか記憶を留める事ができないために隠棲してい
る。彼のところに通うようになった若いシングルマザーの家政婦とそ
の息子のやり取りを通して、生きることのすばらしさをしみじみと描い
た作品

１１７分

2676
子ぎつね　　ヘレン

松竹
２００６年制作

東京から来た少年・太一は、一匹の子ぎつねに出会う。目と耳が不
自由な子ぎつねは、ヘレンと名づけられた。獣医の矢島たちに見守ら
れながら、太一は一生懸命ヘレンを育てる。ヘレンは与えられた命を
精一杯生き、やがて太一にだけは信頼と友情を示すようになるのだ
が・・・。

１０８分

2678
ろうを生きる難聴を生きる
“障害者権利条約”と手話
ＮＨＫ　平成18年2月4日

国連で開催された「障害者権利条約」の中に、手話がもっと普及する
ための規約を盛り込もうと各国の聴覚障害が運動を進めている。条
約制定に向けて最新状況と、手話の更なる普及のためには何が必
要か、高田英一氏にお話を伺う。

１５分

2679
ろうを生きる難聴を生きる

手話落語～向山秀代さん～
ＮＨＫ　平成17年2月5日

数少ない女性の手話落語家・向山秀代さん。向山秀代さんが表現力
豊かに、登場人物を演じ分け、「富くじ」を演じる。

１５分

2682
鬼平犯科帳スペシャル

山吹屋お勝
フジテレビ　平成17年2月8日

盗賊改めの御頭　長谷川平蔵のところへ、いとこの仙右衛門が訪ね
てきた。茶屋「山吹屋」の女中・お勝を嫁に迎えたいという。年が二十
歳も離れたお勝との縁談に、息子たちは難色を示す。
お勝の人柄を見定めようと平蔵は山吹屋へ行ったが、お勝の態度に
疑問をもつ。密偵の利八に素性を探るように命じた。

９７分
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2683

きょうの健康
耳の悩みはありませんか？

中耳炎
NHK　平成18年3月6日

子供によく見られる中耳炎。中耳炎には急性中耳炎、滲出性中耳
炎、慢性中耳炎などの種類があり、それぞれの症状や治療方法を慶
応義塾大学の小川郁先生が解説する。

１５分

2684

きょうの健康
耳の悩みはありませんか？

突発性難聴
NHK　平成18年3月7日

何の前触れもなく耳が聞こえにくくなる「突発性難聴」。明確な原因は
分かっていないが、治療を受けるのが早ければ早いほど聴力を維持
できることが多い。突発性難聴の症状や治療方法を慶応義塾大学の
小川郁先生が解説する。

１５分

2685

きょうの健康
耳の悩みはありませんか？

老人性難聴と補聴器
NHK　平成18年3月8日

加齢に伴い聴力が衰えるのは避けられない。老人性難聴の仕組み
と、聴力を補うための補聴器の種類や選び方、使い方の注意点など
を慶応義塾大学の小川郁先生が解説する。

１５分

2686

きょうの健康
耳の悩みはありませんか？

耳鳴り
NHK　平成18年3月9日

周囲で音がしていないのに耳の中で不快な音が聞こえる「耳鳴り」。
耳鳴りを完全に消すことは難しいが、耳鳴りの音を精神的に和らげる
方法がある。薬を用いた治療や、それ以外の治療方法などを慶応義
塾大学の小川郁先生が解説する。

１５分

2687
きょうの健康　Ｑ＆Ａ

耳の悩みはありませんか？
NHK　平成18年3月10日

ゲストに麻木久仁子さんを迎え、加齢とともに高い音から聞こえにくく
なる耳の構造を解説する。また、視聴者から寄せられたさまざまな耳
の悩みについて、慶応義塾大学の小川郁先生が答える。

４５分

2688
趣味講座

楽しいウォーキング
〈手話ビデオ・ＤＶＤ版〉

生活習慣病やメタボリック症候群の予防には、運動習慣が大切で
す。健康のために皆さんもウォーキングを始めませんか？ウォーキン
グの基本や効果的な方法、長続きの工夫について、筑波技術大学
及川力教授が手話で分かりやすく解説します。

３４分

2689

壁を拓く、社会を開く
ー昭和30年～40年代の

ろうあ運動ー
〈手話ビデオ・DVD版〉

昭和30年代から40年代にかけて起こった聴覚障害者の社会的な出
来事。その出来事に関わった当事者が、当時を振り返り証言する。

６０分

2690
自然災害を知り備える

ー平成の災害史ー
〈手話ビデオ・DVD版〉

有珠山の噴火、雲仙普賢岳の大火砕流、奥尻島の地震による大津
波、阪神淡路大震災、91年の19号台風・・・等。平成に入ってから日
本列島を直撃した自然災害の様子を映像で振り返りながら、毎年の
ように必ずどこかで起きる自然災害から尊い命や財産を守る対策を
考える。手話ワイプ入り。

２５分

2691

手話かみしばい
「ジャックと豆の木・

はだかの王様」
〈手話ビデオ・DVD版〉

だれもが知っているイギリス民謡「ジャックと豆の木」とアンデルセン
が書いた「はだかの王様」。「ジャックと豆の木」は、ジャックが大切な
牛と取りかえた魔法の豆が、ぐんぐん伸びて雲の上の大男の城へ。
「はだかの王様」はバカな人には見えない洋服を着て王様が町を歩
く。

２８分

2692
趣味講座

楽しいウォーキング
〈手話ビデオ・ＶＨＳ版　字幕つき〉

生活習慣病やメタボリック症候群の予防には、運動習慣が大切で
す。健康のために皆さんもウォーキングを始めませんか？ウォーキン
グの基本や効果的な方法、長続きの工夫について、筑波技術大学
及川力教授が手話で分かりやすく解説します。

３４分

2693

壁を拓く、社会を開く
ー昭和30年～40年代の

ろうあ運動ー
〈手話ビデオ・ＶＨＳ版　字幕つき〉

昭和30年代から40年代にかけて起こった聴覚障害者の社会的な出
来事。その出来事に関わった当事者が、当時を振り返り証言する。

６０分

2694

手話かみしばい
「ジャックと豆の木・

はだかの王様」
〈手話ビデオ・ＶＨＳ版　字幕つき〉

だれもが知っているイギリス民謡「ジャックと豆の木」とアンデルセン
が書いた「はだかの王様」。「ジャックと豆の木」は、ジャックが大切な
牛と取りかえた魔法の豆が、ぐんぐん伸びて雲の上の大男の城へ。
「はだかの王様」はバカな人には見えない洋服を着て王様が町を歩
く。

２８分
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2695

きらっといきる
明日につながれ、

ちいさな「できた！」
～聴覚障害・安藤美紀さん～

NHK厚生文化事業団
平成18年9月2日

生まれつき耳が聞こえない安藤美紀さんは、2005年小さなパソコン
教室を開いた。生徒の大半は障害がある子どもたちだ。「できた！」と
いう気持ちを大切に、ゆっくり少しずつ課題をクリアして自信を付け、
パソコンでいろんな力を社会にアピールしてほしい、と安藤さんは言
う。
パソコンは障害者が社会とつながる大きな力になると安藤さんと、教
室で学ぶ子どもたちを紹介する。

２９分

2696

福祉ネットワーク　私が出会った
手話の世界おばあちゃんと話した

かった～聞こえない世界と
聞こえる世界の間で～
NHK厚生文化事業団

平成18年6月5日

半澤宏美さんは、耳の不自由な祖母澄さんと同居を始めた。宏美さ
んの母親の啓子さんは、澄さんと昔から手話で自然に話してきた。母
と祖母とが話す自在な手話のおしゃべりに、宏美さんはまだついてい
けない。おばあちゃんと暮らし始めて1年。手話の世界に入っていこう
としている宏美さんの日常を紹介する。

２９分

2697

福祉ネットワーク
検証・障害者自立支援法

NHK厚生文化事業団
平成18年6月5日

障害者自立支援法はこれまでの障害者の種類別の区分けが無くな
るなど新しい特色が打ち出されているが、一方で利用者負担が増え
るなど波紋も呼んでいる。
番組では完全施行された障害者自立支援法を施設の側から検証し
ていく。

２９分

2698

きょうの健康
認知症　予防・治療の最前線

もの忘れ？アルツハイマー病？
NHK厚生文化事業団

平成19年3月5日

年を取ると誰でも“もの忘れ”をしやすくなるが、生活に支障がでるよ
うなもの忘れをするようになったら要注意。一度、“もの忘れ外来”を
受診し、“認知症”が起きていないかチェックしよう。それというのも、
認知症で一番大切なことは、早期発見・早期治療だからだ。

１５分

2699

きょうの健康
認知症　予防・治療の最前線

レビー小体型認知症
NHK厚生文化事業団

平成19年3月6日

“レビー小体型認知症”は1976年に症例が発見され、近年一般にも
知られるようになったら認知症の1つ。高齢者の意識がはっきりして
いる時に、具体的な幻視の症状が出た場合、この病気の可能性が高
いという。また、パーキンソン病のような身体症状も現れるという。

１５分

2700

きょうの健康
認知症　予防・治療の最前線

ここまで防げる　脳血管性認知症
NHK厚生文化事業団

平成19年3月7日

脳血管性認知症の原因となるのは、脳出血や脳こうそくなどの脳血
管性障害。脳血管性認知症では脳出血を再発するごとに認知症が
重度化していくため、脳出血などの原因疾患の再発を防ぐことがとて
も大切になる。脳出血などにつながる、高血圧や糖尿病などの生活
習慣病を持っている人は、特に注意が必要だ。

１５分

2701

きょうの健康
認知症　予防・治療の最前線

早期診断が大切
NHK厚生文化事業団

平成19年3月8日

認知症では、早期に病気の種類を確定し、治療を開始することがとて
も大切だ。認知症の早期診断に、いま大きな成果を上げているのが
「画像診断」。画像診断にはＣＴ・MRI・SPECT・PET等の種類があり、
それぞれを目的に応じて組み合わせることで、果たしている画像診断
の最新情報をお伝えする。

１５分

2702
世界遺産　知床Ⅰ　日本

TBS
平成17年7月24日

北海道の知床半島は、２００５年世界自然遺産に登録された。その知
床の海は、北半球で流氷に覆われるもっとも南の海だ。最新の研究
では、この流氷こそが知床の豊かな自然をはぐくむ元になっているこ
とが分かってきた。自然豊かな知床の命の連鎖を、２回にわたり紹介
する。

２５分

2703
世界遺産　知床Ⅱ　日本

TBS
平成17年7月31日

流氷がもたらす豊かな栄養分を、知床の森に運ぶのはサケやマスな
どの魚たち。海の栄養を体にため込んだ彼らは、生まれ故郷の川を
上り、大地に豊かな恵みをもたらす。ヒグマやシマフクロウなどの動
物はこれらをエサにして命をはぐくむのだ。

２５分

2704
世界遺産　タージ・マハル　インド

ＴＢＳ
平成17年10月16日

タージ・マハルは、ムガル帝国の第５代皇帝シャー・ジャハーンが、若
くして世を去った最愛の妃のために建てた霊廟（れいびょう）だ。総大
理石の荘厳な建物は「白大理石の夢」とたたえられてきた。亡き妻に
捧げられた世界でもっとも美しい愛のモニュメントを紹介する。

２５分

13 
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2707

天才！志村どうぶつ園　祝！パ
ン君がディズニー映画で大役

だぁ！ライオンもサイもハッチも大
暴れだヨ　アフリカに行ってきたぞ

スペシャル！
日本テレビ　平成18年11月23日

「飼い主だ～れ？」のゲストは、高級外車を多数所有し、家族は３０人
以上、「家の裏庭にはハイエナがやってくる」と話す人気タレント。
「いろんな動物を飼ってみよう！」のコーナーでは、オリエンタルラジ
オの２人が、赤ちゃんライオンの双子の世話をする。また土屋アンナ
が、ケニアでサイの赤ちゃんの世話をする。
「相葉雅紀の飼育係修行」は、２年前、相葉くんが名前を付けたライ
オン・しむけんに再会しに出かけるという企画。

９４分

2708

天才！志村どうぶつ園
超生まれたて！

赤ちゃんパンダ１７匹
ﾃﾚﾋﾞ初公開だヨ！
動物の赤ちゃん

１０１匹大集合ｽﾍﾟｼｬﾙ!
日本テレビ　平成18年11月23日

スペシャル版の今回は、志村園長とチンパンジーのパンくんが石垣
島に社会科見学にいく。また、「飼い主だ～れ？」のコーナーには超
大物ゲストが登場する。 白石美帆が、中国四川省にあるパンダ研究
センターで、生まれたてのパンダの赤ちゃんの世話を体験する。
「嵐・相葉の飼育係修行」では、相葉くんがインドネシアのタマンサ
ファリで、動物の赤ちゃんたちのシャンプーを行う。また、ドランクドラ
ゴンの２人は初めての海外ロケで、韓国釜山の動物園に出かける。

１１９分

2709

アンテナ２２　両足のないお母さ
ん

奇跡の子育て奮闘記
日本テレビ　平成18年5月8日

仙骨形成不全症という原因不明の病気で、両足のないローズマ
リー。その彼女が、子どもの出産・子育てに奮闘する姿をカメラが追
う。
特に、第２子シェルビーちゃんは、母子ともに命の危険にさらされな
がらの出産で、見る者も思わず緊張してしまう。

４６分

2710
徹子の部屋

薬剤師　早瀬久美さん
テレビ朝日　平成17年1月11日

早瀬久美さんは日本で初めて薬剤師の免許を取得した聴覚障害者
だ。聴覚障害者は、薬剤師法の欠格条項によって長い間、薬剤師の
免許を取ることはできなかった。長年にわたる運動の結果、２００１年
ついに法改正が行われ、早瀬さんは第１号となった。免許を取得する
までの苦労、ご両親のことなどさまざまな経験を伺う。

２６分

2711
結婚できない男　第１話

一人が好きで悪いか！！
関西テレビ　平成18年7月4日

有能な建築家である桑野信介は収入も外見もいいのに、結婚願望が
無く、独身生活を楽しんでいる。ある日、自宅のマンションで腹痛に倒
れ、成り行きで隣に住む田村みちるに病院に連れて行ってもらった。
その病院で女医の早坂夏美と知り合うが、お互いの第一印象は最悪
だった。

５８分

2712
結婚できない男　第２話

好きなものを食って悪いか！！
関西テレビ　平成18年7月11日

桑野は高脂血症と診断され、大好きな肉を控えめにすることを担当
医の夏美に忠告された。しかし、桑野は夏美の忠告を聞き入れない。
一方、みちるは桑野の部下の英治とデートをするが、最初のデートに
チェーン店に連れて行かれたことに腹を立てる。

４７分

2713
結婚できない男　第３話

好きにお金を使って悪いか！！
関西テレビ　平成18年7月18日

客の都合で設計の変更を依頼された桑野は自分の信念を貫き、仕
事を断ってしまう。ある日、桑野の母・育代は、夏美を桑野の結婚相
手にしたいと考え、体調不良を装い、夏美の診察を受けに行く。一
方、伯父のマンションを借りていたみちるは、管理費を請求されお金
の工面に奔走する。

４７分

2714

結婚できない男　第４話
休日を一人で過ごして悪い

か！！
関西テレビ　平成18年7月25日

桑野は、休日返上で仕事をしていたが、予定より早く仕事が終わった
め時間が空いてしまった。街を歩いている時、偶然、はとバスツアー
を目にしツアーに参加することにした。すると偶然１人でツアーに参加
していた夏美と会う。しかも席は隣同士だった。

４７分

2715
結婚できない男　第５話

家に人をいれないで悪いか！！
関西テレビ　平成18年8月1日

仕事が忙しく、家事がおろそかになると嘆く夏美に、桑野は、どんな
に仕事が忙しくても家事は完ぺきにこなしていると自慢する。そんな
時、桑野は大きな仕事を引き受けた。徹夜で仕事をする桑野だが、
無理がたたり倒れてしまった。

４７分

2716
結婚できない男　第６話

融通がきかなくて悪いか！！
関西テレビ　平成18年8月8日

桑野は建築現場でクレームを言ってきた男を弾みで殴ってしまう。沢
崎から謝りに行くように言われた桑野だが、人に頭を下げることが嫌
いな桑野は、ストレスで胃が痛くなり夏美の診察を受けた。そこで、夏
美が相手の男と知り合いだと言うことを知った桑野は、夏美を食事に
誘う。

４７分

2717

結婚できない男　第７話
親戚づきあいが嫌いで悪い

か！！
関西テレビ　平成18年8月15日

父親の三回忌の席で、親戚から「結婚はまだか」と言われた桑野。親
戚づきあいが苦手な桑野は、「結婚すればつきあいも２倍に増えるだ
けだ」とうそぶく。夏美の元を父親が訪れる。会えば見合いの話ばか
りする父親を避ける夏美だが、父親は「大事な話がある」とつきまと
う。

４７分

14 
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2718
結婚できない男　第８話
犬がキライで悪いか！！

関西テレビ　平成18年8月22日

みちるが虫垂炎で入院することになった。桑野はひょんなことから犬
のケンを預かることに。自分の部屋に人が入ることさえ拒む桑野に
とって、犬との同居はとうてい無理と思われたが、何とかケンの面倒
を見る。しかし桑野が大事にしている模型が壊され、その犯人がケン
ではないかと・・・。

４７分

2719
結婚できない男　第９話

彼女ができて悪いか！！
関西テレビ　平成18年8月29日

桑野が若い女性と一緒にいるところを沙織が目撃した。「彼女ができ
たのか！」と色めきたつ一同。焦ったみちるは、英治に合コンをセッ
ティングしてもらい、夏美は断り続けていた見合いをすることに。そし
て桑野はその女性と、日曜日に会うことにする。

４７分

2720

結婚できない男　第１０話
女ごころがわからなくて悪い

か！！
関西テレビ　平成18年9月5日

沢崎に大手企業からヘッドハンティングの話が来た。いつも仕事のト
ラブルを沢崎に処理してもらっている桑野は大いに動揺する。夏美に
「トラブル処理ぐらい自分でやれ」と言われ、沢崎抜きで打ち合わせ
に臨むが依頼主を泣かせてしまう。

４７分

2721
結婚できない男　第１１話

花柄がキライで悪いか！！
関西テレビ　平成18年9月12日

花柄が大嫌いな桑野だが、家の依頼主から花柄を使ってくれと注文
が入る。自分のポリシーを曲げてまで、仕事はしたくないと言い切る
桑野。みちるがストーカーにつきまとわれ困っていると知った夏美
は、桑野にボディーガードを頼む。文句を言いながらも守ってくれる桑
野に、みちるは少しずつ好意を感じ始める。

４７分

2722
結婚できない男　最終話
幸せになって悪いか！？

関西テレビ　平成18年9月19日

桑野に好意を持ったみちるは、ついに本人に告白。そんなみちるの
様子に複雑な心境の夏美だが、どうしても桑野に素直になれない。そ
して桑野の本心は・・・。「結婚できない男」桑野は、果たしてどうする
のか？

４７分

2724

ドラマコンプレックス
終戦記念特別ドラマ

ひめゆり隊と同じ戦火を生きた
少女の記録

最後のナイチンゲール
日本テレビ　平成18年8月22日

太平洋戦争末期の昭和２０年４月、アメリカ軍は沖縄本島に上陸、日
本軍との地上戦を繰り広げた。沖縄の人々はこの戦いに巻き込ま
れ、多くの民間人が、爆撃や機銃掃射、自決の強要などで命を落とし
た。また、中学校や高等女学校の多くの生徒たちが、学徒動員で戦
地に駆り出された。
このドラマは、学徒動員で看護隊として働いた女学生と、彼女たちを
守り、励ました看護婦長の姿を軸に、命の尊さを訴える。

１１９分

2725
里見八犬伝　前編

ＴＢＳ
平成18年1月2日

室町時代の中ごろ、世は戦国の時代。房総（千葉県）の安房国では、
悪行を重ねる山下定包が妻・玉梓とともに里見義実に討たれた。玉
梓は死の間際、「末代までたたってやる」と言い残し、玉梓の怨念で
里見義実の娘・伏姫は自害に追い込まれる。しかし姫の死に際、八
つの珠が天に散り、正しい心を持つ者たちの元へと飛び去った。集
え、八犬士よ、玉梓の怨念を払うために！

１２３分

2726
里見八犬伝　後編

ＴＢＳ
平成18年1月3日

玉梓の怨念で、安房の国は天に黒雲がかかり飢饉が続き、諸国の
兵に攻められ、滅亡の危機を迎えていた。呪いを解くには、伏姫ゆか
りの八犬士が集い、玉梓に立ち向かうしかない。不思議な縁で結ば
れた八犬士を捜すゝ大法師（ちゅだいほうし）だが、果たして里見家を
救うことはできるのか！？

１２３分

2727
ドラマスペシャル

愛と死をみつめて　第一夜
テレビ朝日　平成18年3月18日

実際にあった悲劇を基にドラマ化された作品。第一夜は２部構成の
前半。
１９６０年、長野県伊那で浪人生活を送っていた実は、耳の手術のた
め阪大病院に入院し１週間の入院生活を送った。そして、入院中の
患者・みち子と仲良くなり、文通の約束をして退院、２人の文通が始
まる。文通は実の大学合格後も続き、その翌年にはみち子も京都の
大学に合格する。
ところが、突然、みち子からの返事が途絶えてしまう。訳がわからず
悩んだ末、実は、みち子が再入院しているのではないかと思いつく。
阪大病院に電話をし、予感が当たっていたことがわかり、実はみち子
に会いに行くのだが…。

１１９分

2728
ドラマスペシャル

愛と死をみつめて　第二夜
テレビ朝日　平成18年3月19日

第二夜は２部構成の後半。
　みち子の父から、無事手術が終わったと手紙をもらい安堵する実。
実の励ましに応えようとするみち子は懸命に治療に耐え、回復を遂
げていく。しかし、実際に顔の半分を失ってしまったみち子は、今度
は、生きていくことに強い不安を覚え苦悩する。そして実もまた、そん
なみち子を支えきれない自分を責め、苦悩する。泥酔した実は、発作
的に睡眠薬を飲んでしまい・・・。

１２３分

15 
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2729
新春ドラマスペシャル

白虎隊　第一夜
テレビ朝日　平成19年1月6日

勝手気ままにふるまう新太郎に、会津から上京してきた祖母の怒り
が爆発。新太郎は友達の雄介とともに会津へと逃げ出す。白虎隊の
血をひく２人は、白虎隊記念館で自分たちによく似た隊士の肖像画を
見て、幕末の世界へと引き込まれる。
１８６２年、会津藩主松平容保が徳川幕府から京都守護職に任命さ
れたことから、京の動乱が会津へも飛び火し、藩校・日新館で学ぶ少
年たちも時代の荒波に巻き込まれていく。

１２３分

2730
新春ドラマスペシャル

白虎隊　第二夜
テレビ朝日　平成19年1月7日

最新軍備を持つ新政府軍との戦いで、奥羽越後の同盟軍は苦戦と
敗退を重ねていた。藩校・日新館で教育を受けた少年たちは、会津を
守るため家族に別れを告げ、死を覚悟で白虎隊として出陣する。そ
んな少年たちを待ち受けるのは、悲劇的な結末だった。

１２２分

2731

上野動物園開園100周年記念作
品

象のいない動物園
角川映画　昭和57年

ヒデ（１２歳）とみよ子（６歳）の兄妹は戦争で両親を亡くした。ヒデは
靴みがきをしながらみよ子との暮らしを営んでいる。ヒデは、昔両親と
行った動物園の象を、みよ子に見せたくて動物園に行くが、象係のお
じさんから戦争中に象を殺してしまったと聞かされる。

７９分

2732
男たちの大和

ＹＡＭＡＴＯ
東映　平成17年

老漁師の神尾は、内田と名乗る若い女性に懇願され、東シナ海を西
へと、小さな漁船を走らせた。向かう先は戦艦大和が沈んだ海域だっ
た。大和の乗組員だった神尾の胸に、６０年前の光景、戦友たちの姿
が浮かび上がる。

144分

2733
明日の記憶

東映
平成17年

広告会社の営業マン・佐伯は今年５０歳。仕事は順調で娘の結婚も
控え、幸せな生活を送っていた。しかしそんな佐伯を突然、精神の不
調が襲う。人の名前が出てこない、仕事の約束を忘れる、同じ物をい
くつも買い込んでしまう…。佐伯を襲ったのは「若年性アルツハイ
マー」だった。第１８回山本周五郎賞を受賞した、荻原浩の原作を堤
幸彦監督が映画化した話題作。

１２３分

2734

仮面ライダー生誕35周年記念作
品

仮面ライダーカブト
ＧＯＤ　ＳＰＥＥＤ　ＬＯＶＥ

東映　平成18年

７年前、地球に落下したいん石から大量の地球外生命体・ワームが
誕生した。秘密機関ゼクトは、ワームと戦うためにマスクドライダーシ
ステムを開発し、ワームと戦った。しかし、組織に反旗を翻すライダー
が現れ、ライダー対ライダーの戦いが始まる。

６６分

2736
からだ元気科　腰痛

日本テレビ
平成18年3月24日

日本人の半数以上が経験するという腰痛。腰痛の原因となる病気の
中でも、今回は特に”椎間板ヘルニア”に焦点を当て、その最新の治
療法（ＭＥＤ法）を紹介する。ＭＥＤ法は、内視鏡を使った手術法で、
従来の手術に比べ格段に体への負担が少なく、そのため入院日数を
短縮することができる。
また、ピラティスによる腰痛予防運動も紹介する。
”メディカルＱ”のコーナーでは、細くて痛さを感じさせない注射針を紹
介する。

２０分

2738

世界一受けたい授業1億人の国
語算数理科社会　新学期直前！

春の脳活性化スペシャル
日本テレビ　平成18年3月18日

先生に元阪神タイガース監督の星野仙一氏を迎え、時代が求める
リーダーの条件について熱く語ってもらう。ほかに元ＮＨＫアナウン
サー・鈴木健二先生「気配りのすすめ２００６」、ノーベル平和賞を受
賞したワンガリ・マータイ先生「もったいないが地球を救う」、秋山仁先
生「数式いらず頭のフルコース」、唐沢俊一先生「脳に効く雑学世界
一周の旅」、本川達雄先生「歌って覚える　知らなきゃ恥ずかしい人
体の不思議」など、盛りだくさんの内容で送る

９１分

2740

バイヤーズガイドのポイント
「損害保険の契約に

あたっての手引」の解説
日本損害保険協会

損害保険は目に見えない商品なので分かりにくいと言われる。また、
昨今、保険の種類や特約が増え、ますます複雑になっている。各保
険会社では、保険の種類や仕組み等についてパンフレットやしおりで
情報を提供しているが、情報量が多いため何が大事か分かりにくい。
消費者が保険の加入を考える時、基本的な部分を正しく理解し、思
いこみや誤解の無いようにすることを目的に、具体的な保険の内容
や仕組みを紹介する。

ＤＶＤ
１５分

2741

音のない時を刻んで
東京都聴覚障害者

            生活支援センター
平成6年

聞こえる人と聞こえない人とのコミュニケーションの壁は大きく、その
ために生活の中でさまざまな問題が生じることが多い。この作品は聴
覚障害者が東京都ろうあ者更生寮を利用し、地域で生活していく様
子（１９８８年から１９９３年）を記録した映画である。

ＤＶＤ
５１分

16 



番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時　間

2742

ドラマコンプレックス
終戦記念特別ドラマ

ひめゆり隊と
同じ戦火を生きた少女の記録

最後のナイチンゲール
日本テレビ　平成18年8月22日

太平洋戦争末期の昭和２０年４月、アメリカ軍は沖縄本島に上陸、日
本軍との地上戦を繰り広げた。沖縄の人々はこの戦いに巻き込ま
れ、多くの民間人が、爆撃や機銃掃射、自決の強要などで命を落とし
た。また、中学校や高等女学校の多くの生徒たちが、学徒動員で戦
地に駆り出された。
このドラマは、学徒動員で看護隊として働いた女学生と、彼女たちを
守り、励ました看護婦長の姿を軸に、命の尊さを訴える。

ＤＶＤ
119分

2743
世界名作劇場

家なき子レミ４　素敵な贈り物
日本アニメーション

町の本屋で有名な作家に出会ったレミ。作家の作品を読みたいと思
いましたが、その本は高価でとても買うことはできませんでした。とこ
ろが翌日からレミの元に、本の物語が手紙として届けられるようにな
り、大喜びするレミでしたが…。

ＤＶＤ
２４分

2744
世界名作劇場

家なき子レミ５　奇跡のマリア像
日本アニメーション

レミは孤児院の子どもたちと知り合いになります。いたずらぼうずのピ
エールは、妹のために、毎晩他人の家に忍び込みマリア像にお祈り
をしていました。ピエールの妹は、お母さんのの死をきっかけに声が
出なくなってしまっていたのです。そのためピエールは、妹の声が出
るようにお祈りしていたのでした。

ＤＶＤ
２４分

2745
世界名作劇場

家なき子レミ６　幻のおかあさん
日本アニメーション

雨の中、ぬかるみにはまってしまったヴィタリス一座の馬車。それを
助けてくれたのは、イボンヌ夫人の一行でした。次の町でレミは、目
の不自由なサラという少女と知り合いになります。サラもレミと同じよ
うに、小さいころに両親と別れ、職人の親方に育てられていました。

ＤＶＤ
２４分

2746
世界名作劇場

家なき子レミ７　もうひとつの家族
日本アニメーション

港町ボルドーでレミはエミールという船乗りの少年と知り合いになりま
す。故郷を離れ船旅を続けるエミールに、レミはナナやお母さんのい
る村の話をします。そんな中、カピがいなくなってしまいます。レミとエ
ミールは、犬をぬすんでサーカスに売りつける悪人の話を聞いて…。

ＤＶＤ
２４分

2747

世界名作劇場
家なき子レミ８　さよなら私たちの

家
日本アニメーション

トゥールーズの町で興業を続けるヴィタリス一座。そのころ町では、家
に火をつけて、火事騒ぎのすきに盗みをするどろぼうが続いていまし
た。夜の町であやしい男にぶつかったレミは仲良くなったミミと、犯人
を捜そうとするのですが…。

ＤＶＤ
２４分

2748
世界名作劇場

家なき子レミ９　運命の出会い
日本アニメーション

ヴィタリスさんと離れて、旅を続けることにしたレミたち。しかしもう一
度警察を説得しようと訪れたトゥールーズで、レミはケガをしてしまい
ます。気を失ったレミを助けてくれたのは、ミリガン夫人という美しい
女の人でした。

ＤＶＤ
２４分

2749

世界名作劇場
家なき子レミ１０

ひとりぼっちのアーサー
日本アニメーション

ミリガン家でヴィタリスさんを待つことになったレミは、この家の息子
のアーサーが、気難しく、人と接しようとしないのが気になります。優
しいミリガン夫人に対してさえ反抗的なので、つい強く注意してしまい
ます。
ところが、そんなアーサーが誰にも言わずに川に出かけてしまいまし
た。レミもアーサーを捜しに行きます。そして、アーサーが川に落ちそ
うになっているのを見つけ、助けようとしますが…。

ＤＶＤ
２４分

2750

世界名作劇場
家なき子レミ１１

ペンダントの秘密
日本アニメーション

レミと出会い、明るくなっていくアーサー。ミリガン夫人もアーサーも、
レミにずっと居てほしいと思うようになります。けれども真犯人が捕ま
り、ヴィタリスさんがレミを迎えに来てくれます。アーサーは、「宝物を
あげるから、ここに居て」とレミに頼み、そんなアーサーにレミも、自分
の宝物を見せてあげます。少し疲れたのか、体調の悪そうなヴィタリ
スさんに、ミリガン夫人は滞在を勧めますが、ヴィタリスさんは旅立ち
ます。

ＤＶＤ
２４分

2751
世界名作劇場

家なき子レミ１２　悲しみの雪山
日本アニメーション

ミリガン家に残らず、ヴィタリスさんの後を追ったレミ。しかし、ヴィタリ
スさんの体調はあまりよくありません。さらに興行中に、なんとジョリ
クールが大ケガをしてしまいます。獣医に診てもらわないと助かりそう
にありませんが、その村には獣医はおらず、次の町に行くには、雪山
を越えなければなりません。しかも、雪が降り出しています。
レミは、迷うヴィタリスさんを説得して雪山に向かいます。

ＤＶＤ
２４分
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2752
世界名作劇場

家なき子レミ１３　雪の日の別れ
日本アニメーション

大けがをしたジョリクールをレミは病院に連れて行きました。ジョリ
クールはしばらく入院することになりました。ヴィタリスさんは、ジョリ
クールが入院している間、パリへ行くことにしました。パリなら冬の間
も興行ができるしヴィタリスさんの知り合いもいるからです。レミとヴィ
タリスさんはパリに向けて出発しました。しかしその途中、ヴィタリスさ
んは、胸をおさえて苦しみ出して、倒れてしまいました。

ＤＶＤ
２４分

2753

世界名作劇場
家なき子レミ１４

新しい旅の始まり
日本アニメーション

レミはパリのルールシーヌ通りに住むというガスパールさんをさがす
ことにしました。ガスパールさんはヴィタリスさんの知り合いなので
す。でもパリは、ほんとうに大きな街で、レミはなかなか見つけること
ができませんでした。やっとルールシーヌ通りを見つけたレミでした
が、そこは何だか、とてもこわい感じのする所でした。そしてガスパー
ルさんの住む家に行ったレミでしたが、そこには大勢の子どもたちが
住んでいました。

ＤＶＤ
２４分

2754
世界名作劇場

家なき子レミ１５　新しい仲間
日本アニメーション

ガスパールのもとで仕事をすることになったレミでしたが、ついヴィタ
リスさんのことが思い出されて悲しくなってしまいます。それでもレミ
はがんばりました。町では、リーズたちも、それぞれ同じようにがん
ばって働いています。リーズたち女の子は花売り、小さな男の子たち
クツみがきや新聞売りが仕事です。レミはカピとジョリクールと芸を見
せてお金をかせぎました。でも、せっかくかせいだお金をほかの子た
ちに取られてしまいました。

ＤＶＤ
２４分

2755
世界名作劇場

家なき子レミ１６　雨の日の子猫
日本アニメーション

ある日、マルセルが、子ネコと出会いました。マルセルは子ネコと友
だちになりたいと思い、子ネコを家に連れて帰りました。みんなネコを
飼うことを賛成してくれましたが、マチアは反対しました。ガスパール
が許すはずがないからです。マルセルはとても悲しくなりました。そん
なマルセルを見て、レミは、みんなでネコを飼える場所を見つけまし
た。公園の中にある木の穴です。マルセルは大喜びしました。でも次
の日の朝、公園に行ってみると、木の穴の中にネコはいなくなってい
ました。

ＤＶＤ
２４分

2756

世界名作劇場
家なき子レミ１７　地下迷路での

誓い
日本アニメーション

ある日、リーズがお店から人形をぬすんでしまいました。それを知っ
たレミは、お店に人形を返し、リーズの代わりに一生けん命謝りまし
た。でもお店の人はレミをたたいて怒りました。リーズは、自分のせい
でレミがたたかれるのを見て、思わずその場からにげてしまいまし
た。そして古い建物の中に入ったリーズでしたが、建物の床が壊れ
て、地下に落ちてしまいました。

ＤＶＤ
２４分

2757

世界名作劇場
家なき子レミ１８

すれちがう母と子
日本アニメーション

ある日、レミはマリアとリーズといっしょに、家に帰ろうとしていました。
ところが、そんなレミたちの前に、ほかの町の男の子たちが現れ、か
せいだお金を取り上げようとしました。でもカピやジョリクールのおか
げでお金は取られずに済みましたが、レミが大切にしていたカメオが
取り上げられてしまいました。レミは必死にカメオを取りもどそうとしま
すが、男の子たちは返してくれません。そこにマチアが現れて、男の
子たちとケンカを始めてしまいました。

ＤＶＤ
２４分

2758
世界名作劇場

名犬ラッシー４　父さんの給料日
日本アニメーション

きょうは父さんの給料日。そしてあすはお母さんの誕生日。ジョンは
お母さんの誕生日プレゼントにブローチがいいと思い、父さんと一緒
にプレゼントしようと考えたのですが、父さんがお金を落としてしまっ
たと言うのです。怒ったジョンはラッシーと父さんのお金を探しにいき
ました。

ＤＶＤ
２４分

2759

世界名作劇場
名犬ラッシー５

ごちそう求めて６マイル
日本アニメーション

きょうはお母さんの誕生日。ジョンとラッシーは誕生日のごちそうを取
りに、沼まで出かけることにしました。沼までは遠い道のりですが、途
中でバーンセンじいさんの汽車に乗せてもらうつもりだったジョン。で
も汽車を運転していたのはバーンセンじいさんではありませんでし
た。ジョンは沼まで歩いていくことに…

ＤＶＤ
２４分

2760

世界名作劇場
名犬ラッシー６

嵐の中をかけぬけろ
日本アニメーション

ジョンの住む村に大あらしがやってきました。ホッパー先生とお母さん
はモートンさんの治療に出かけたのですが、注射器を忘れていってし
まいました。ジョンはあらしの中、ラッシーとともに注射器を届けに行く
ことに…

ＤＶＤ
２４分
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2761

世界名作劇場
名犬ラッシー７

マフラー泥棒を捕まえろ
日本アニメーション

ジョンたちの町に初雪が降りました。かぜで学校を休んだコリンの家
に遊びに行ったラッシーは、帰りにコリンからマフラーをしてもらいま
す。ところが、その後ジョンの学校で、マフラーどろぼうが出て、ラッ
シーは犯人に間違えられてしまったのです。

ＤＶＤ
２４分

2762

世界名作劇場
名犬ラッシー８

ラッシーなんか大嫌い
日本アニメーション

心ないひと言で、シンディを怒らせてしまったジョン。気まずくなった
ジョンは、ついラッシーに八つ当たりしてしまいます。人けのない廃坑
で、ラッシーをまこうとしたジョンでしたが…。

ＤＶＤ
２４分

2763

世界名作劇場
名犬ラッシー９

空から来たおてんばお嬢様
日本アニメーション

ジョンの父さんのサムが働く鉱山に、鉱山主が視察にやってくること
になりました。鉱山の事務所はその準備におおいそがしでした。鉱山
主が飛行機で来ると聞いたジョンは、ラッシーと初めて会った日のこ
とを思い出しました。そして当日、ジョンは牧場で空を見上げて、飛行
機の到着をワクワクしながら待っていました。

ＤＶＤ
２４分

2764

世界名作劇場
名犬ラッシー１０

はじめてのケーキ作り
日本アニメーション

もう一度ジョンに会いたいと思ったプリシラがコック長の車に忍び込ん
で、村にやってきました。村でコリンと出会ったプリシラは、コリンの案
内でジョンの家にたどりつきました。いきなり家にやってきたプリシラ
に驚くジョンでしたが、ジョンとサンディとプリシラの３人で、ケーキを
作ることになりました。

ＤＶＤ
２４分

2765

世界名作劇場
名犬ラッシー１１

プリシラ・最後のわがまま
日本アニメーション

プリシラはもう一度ジョンたちに会いたいと思い、お屋敷を抜け出しま
した。そしてプリシラにケーキを届けようとやってきたジョンたちと出会
い、プリシラはムーアの岩の城に冒けんに行きたいと言いました。
これからムーアまで行くと帰りは日が暮れてしまうためジョンたちはあ
した行こうと言いました。でもプリシラはどうしても行きたいと言いま
す。
実はプリシラは、今夜スコットランドに帰らなければならなかったので
す。

ＤＶＤ
２４分

2766

世界名作劇場
名犬ラッシー１２

火事をおこしたのは誰だ
日本アニメーション

ジョンたちの村にローリーという男が犬のトゥーツとともにやってきま
した。ローリーはなべを売りながらお客さんに芸を見せていました。
ローリーは人が喜ぶ顔を見るのが大好きだったのです。
村の広場で野宿したローリーは、明け方、火事に気づき、消し止めま
した。しかし、パン屋のライスが火事をおこしたのはローリーだと決め
つけローリーを村から追い出してしまいました。

ＤＶＤ
２４分

2767

世界名作劇場
名犬ラッシー１３

サンディは牛どろぼう？
日本アニメーション

サンディのかわいがっている牛のムーが、お乳を出さなくなりました。
サンディのお父さんは、お乳を出さなくなった牛は売るほかないと言
います。ところが、お父さんが売りに行く日の朝、ムーは姿を消してい
ました。一体誰が、ムーを盗んだのでしょうか？

ＤＶＤ
２４分

2768

世界名作劇場
名犬ラッシー１４

怪しい大男を追跡しろ！
日本アニメーション

父さんが仕事の帰り道、知らない大男をつれて帰ってきました。大男
はとても無口で多くを語ろうとはしませんが、父さんのお陰で、炭鉱で
働き始めます。そんな時、刑事が村にやってきて、大男のことを調べ
始めました。

ＤＶＤ
２４分

2769

世界名作劇場
名犬ラッシー１５

アイアンの無実をはらせ！
日本アニメーション

森の中で小鳥や動物たちがアイアンの周りに集まる様子を目にした
ジョン。その姿にアイアンが金かい強盗のはずはないと信じます。で
も、ドーハン所長がなくした金時計が、アイアンの小屋で発見されてし
まいました。
警察署に連れて行かれそうになったアイアンでしたが、ラッシーがア
イアンが乗せられた車に飛びついて…。

ＤＶＤ
２４分

2770

世界名作劇場
名犬ラッシー１６

急げ！ホッパー先生を助けろ
日本アニメーション

ホッパー先生の診りょう所を手伝うことになったラッシー。ラッシーが
そばにいると、子どもたちが泣かないのです。
午前中の診りょうを終えたホッパー先生は、午後の診りょうが始まる
前につりに行くことにしました。ラッシーもホッパー先生についていき
ました。楽しいつりになるはずでしたが、ホッパー先生が丸木橋をわ
たっている最中に、橋が突然こわれて、ホッパー先生が落ちてしまい
ました。

ＤＶＤ
２４分

2771

世界名作劇場
名犬ラッシー１７

カリー先生の結婚
日本アニメーション

あしたはカリー先生とメアリーの結こん式。でもメアリーはうれしそうで
はありませんでした。メアリーはカリー先生が結こんの前に大切なこ
とを忘れていると言うのです。カリー先生は何のことか全然わかりま
せんでした。
ジョンたちはメアリーに協力し、カリー先生にその大切なことを思い出
させようとしますが…。

ＤＶＤ
２４分
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2772

世界名作劇場
名犬ラッシー１８

大騒動！サーカスの象が逃げた
日本アニメーション

ジョンたちの村にサーカス団がやってきました。サーカス団には象の
ロザリンドがいましたが、芸を上手にできなかったため、食べ物をもら
えませんでした。おなかの減ったロザリンドはサーカス団のおりから、
にげ出してしまいました。
森の中でロザリンドに出会ったジョンとラッシーは、ロザリンドのため
にリンゴを取りに家に帰りました。でもジョンたちを追ってロザリンドも
村に向かい…。

ＤＶＤ
２４分

2785

裁判員制度広報用映画
「裁判員

～選ばれ、そして見えてきたもの
～」

最高裁判所　平成19年

平成２１年初冬、東日本空調システム株式会社の営業マン村瀬智昭
（４５歳）のもとに１通の手紙が届く。それは、裁判員候補者名簿に自
分の名前が載ったとのお知らせだった。裁判員候補者になる可能性
は低いと思っていた村瀬だが、平成２２年３月、村瀬のもとに裁判員
選任手続期日の「お知らせ」が送られてくる。村瀬は、仕事の都合も
あり、当初は参加に消極的であったが、徐々に参加してもよいと思う
ようになっていく。そして、選任手続当日。選ばれたのは、美容師・大
沼恵美（２２歳）、主婦・佐々木郁恵（３３歳）個人タクシー運転手・山
下修（５４歳）、ＮＰＯ団体職員・青井拓也（２６歳）、元会社役員・小林
勇作（７５歳）と村瀬であった。　　（「最高裁判所広報ビデオあらすじ」
より）
…さあ、あなたは裁判員に選ばれたらどうしますか。

ＤＶＤ
６９分

2786

裁判員制度広報用
中高生向けアニメーション

「ぼくら裁判員者物語」
最高裁判所　平成19年

敬慈高校に通う別所翔太。彼は同じクラスの栗原茜に片思い中。告
白する機会をうかがう別所。そんなある日、ふとしたきっかけで、別所
は栗原が裁判官に憧れ、「裁判員制度」に興味があることを知る。
「裁判員制度」とは、国民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参加
してもらい、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にする
かを裁判官と一緒に決めてもらう制度。栗原と親しくなるためのきっ
かけづくりにと「裁判員制度」について、幼なじみの進藤進とともに調
べはじめる別所。　図書管理の涼子先生から、『模擬裁判　－裁判員
制度はこうなる－』という教材ＤＶＤを借り、見てみることに。　そして、
ひょんなことからＤＶＤを一緒に見ることになった別所と栗原。　それ
まで遠かった別所と栗原の距離は近づいていく…。　どうなる？別所
の恋の行方？（「最高裁判所広報ビデオあらすじ」より）

ＤＶＤ
２２分

2787

悪質商法ネタばらし
～若者を狙うだましの手口～
東京都消費生活総合センター

平成18年

社会経験の乏しい若者を狙った悪質な勧誘による消費者被害が後を
たたない。このビデオでは、ナビゲーターのマギー審司が、１０代２０
代の若者が被害に遭いやすい４つの悪徳商法の手口を、マジックを
披露してネタばらしする。また、再現ドラマも交えて悪徳商法の対処
法やクーリングオフ制度などをわかりやすく解説する。

ＶＨＳ
３０分

2788

ヨネスケの利殖商法に突撃され
ない法

～トラブルへの対処と心得～
東京都消費生活総合センター

平成18年

消費者センターなどに寄せられる「利殖商法」に関する相談は、年々
増加傾向にある。年代別では６０歳以上が約５割、職業別では家事
従事者と無職が５割以上を占める。投資経験や取引に関する知識が
ない消費者を強引に勧誘するケースが多く、被害金額も高額で深刻
な場合も少なくない。
このビデオでは利殖商法の手口やトラブルに遭わないための注意点
や対処方法と心得を紹介。

ＶＨＳ
２２分

2789

「実践読話学習のためのビデオ」
（入門編）ＤＶＤ版

読話塾
平成19年

３つのステップで読話学習を実践する。これを機に家族や友人との会
話を取り戻してみませんか。
１．入門編第１巻「身近な言葉を読み取ってみよう」人が出会ったとき
にはあいさつから始まるように、読話もあいさつの言葉の読み取りか
ら始める。続いて果物や野菜の名前など身近な言葉を中心に、テー
マから言葉を思い起こす読話の基本を学ぶ。
（約４５分・５７語）
２．入門編第２巻「身近な会話を読み取ってみよう」最初に第１巻の学
習の腕試し。次に食べ物や飲み物の呼称を読話練習し、２語文３語
文にも挑戦。最後に初級レベル、「母と娘の会話」

ＤＶＤ
１３５分

20 



番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時　間

2790

日本の名峰
あなたのおすすえめはどの山で

すか
NHK　平成18年1月21日

世界に誇る美しい山々が連なる日本。視聴者からのリクエストで日本
の名峰を選び、その雄大な山容と式の移ろいの美しさをハイビジョン
で伝える”日本の名峰”プロジェクト。　日本の山岳映像シリーズ第１
弾。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石丸謙
二郎／小野寺昭／白籏史朗／田部井淳子／野村真美

DVD
１２０分

2791
日本の名峰

～全国各地おすすめの山～
NHK　平成18年5月21日

日本の名峰プロジェクトの２回目。視聴者からのこれまでの投稿結果
を集計し、中間発表を行う。メールやお便りでの文面とともに、人気の
高い数々の名峰の美しい映像を楽しむ。名峰おすすめ人のゲストた
ちが、実際に山に登りその素晴らしさを伝える。
白籏史朗／今井道子／野村真美／志水哲也／田中律子／萩原次
晴／小野寺昭

DVD
１２０分

2792

日本の名峰
発表

おすすめの山５０
NHK　平成18年7月28日

日本の名峰プロジェクトの3回目で、いよいよ視聴者の投稿による「お
すすめの山５０」が発表される。公開収録で製作された番組で、ゲスト
や会場に集まった山好きの人たちの熱い思いが語られる。また、１位
～５０位までに入った山々のハイビジョン映像は美しく圧巻。
石丸謙二郎／市毛良枝／今井道子／小野寺昭／白籏史朗／田部
井淳子／中島誠之助／野村真美

DVD
１２０分

2798

NHKスペシャル
恐竜VSほ乳類

1億5千万年の戦い
第1回　巨大恐竜繁栄のかげで

NHK　平成18年7月16日

ほ乳類の始まりは、2億年以上昔にさかのぼると言われる。そして同
じころ、恐竜も誕生した。その後、恐竜が劇的に進化し大繁栄を遂げ
る陰で、ほ乳類は細々と生きながらえる。ほ乳類の反撃はいつ始ま
るのか？
エイドリアン・ハント／ラム・オーレン／ケネス・カーペンター／デイブ・
ラブレス
ピーター・ウォード／羅哲西

ＶＨＳ・
DVD
４９分

2799

NHKスペシャル
恐竜VSほ乳類

1億5千万年の戦い
第２回　迫り来る羽毛恐竜の脅威

NHK　平成18年7月1７日

地上の覇者となった巨大恐竜たちと、その陰でひっそりと生きてきた
ほ乳類。しかし新たな進化を遂げたほ乳類が恐竜に牙をむく。恐竜を
襲うほ乳類が現れたのだ。しかし恐竜たちはさらなる進化の果てに、
史上最強の恐竜・ティラノサウルスを生み出す。最新の情報とCGに
よりよみがえる恐竜とほ乳類の戦いを描くドキュメンタリー第2弾。

ＶＨＳ・
DVD
７３分

2800

きらっといきる
つながれば

心に聞こえる
～聴覚障害・片山剛さん～
NHK　平成18年6月17日

片山剛さんは40代前半でコレステリン中耳炎を発症し、少しずつ聴力
を失っていった。現在、片方の耳がわずかに聞こえる程度だ。大学で
文楽などの伝統芸能を教える片山さん。文楽にとって、音楽や太夫
の声は欠かせない要素だ。聴力を失うことで、学生たちの指導や文
楽の批評活動などを続けていけるのか不安な日々を送った片山さん
だが、大学の教員仲間や学生の協力を得て、今新たな気持ちで仕事
や生活に向き合っている。
片山剛

ＶＨＳ
２９分

2802

ろうを生きる
難聴を生きる

本の魅力を知ってほしい
～「手とおはなしの会」の

取り組み～
NHK　平成18年9月16日

石川県で行われている、「ろうの子どもに手話で絵本を語る活動」を
紹介する。ろう学校に通う高校生が、初めて語り手に挑戦する。ろう
の子どもが手話で絵本に触れることの大切さや、日本語から手話へ
の翻訳の難しさを、米内山明宏氏が語る。
米内山明宏

ＶＨＳ
１５分

2803

ろうを生きる
難聴を生きる

手話通訳派遣事業のこれから
～障害者自立支援法を受けて～

NHK　平成18年10月14日

障害者自立支援法を受けて、大きく変わろうとしている手話通訳派遣
制度について考える。これまで都道府県が行ってきた手話通訳派遣
制度を、市町村が担わなければならなくなった。しかし、十分な通訳
者の確保は難しい。そんな中、伊豆市が始めた画期的な方法を紹介
する。全国手話通訳問題研究会副運営委員長の小出新一氏に、制
度の変化や今後の課題についてたずねる。
小出新一

ＶＨＳ
１５分

2807

ゲツヨル
極上の月夜
緊急来日！
視聴率７４％

10億人が泣いた“千手観音”
日本テレビ　平成18年10月16日

中国障害者芸術団の団員で、聴覚障害の21人の男女が披露するパ
フォーマンス「千手観音」は、中国国内はもちろん世界中で絶賛され
た。聴覚障害である彼らが、一糸乱れぬ美しい動きを披露するため
には、想像を超えた努力の積み重ねがあったことが、取材を通して明
らかにされる。
三宅裕司／松岡充／美輪明宏／松雪泰子

ＶＨＳ
５８分
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2808

ゲツヨル
極上の月夜 10億人が泣いた

“千手観音”再び登場
感動！初公開！完全密着！少女

の素顔
日本テレビ　平成1９年２月５日

中国の障害者芸術団による舞踊「千年観音」。21人の聴覚障害者に
よるパフォーマンスは、見る者を感動させずにおかない。番組では踊
りの先頭を務める女性の引退により、後継者候補となった2人の少女
に密着する。なぜ彼女たちの踊りは人を感動させるのか。その秘密
に迫る。
三宅裕司／美輪明宏／菊川怜／三船美佳／松岡充

ＶＨＳ
４６分

2809
ことばへの思い

その他
昭和61年6月11日

東京都聴覚障害者生活支援センター（旧東京都ろうあ者更生寮）の
自主制作作品。ことばの世界から取り残されてきた一人の入所者
が、少しずつ自立へ向かっていく過程や、ことばの学習、地域に開か
れた演劇祭など、当時の施設内での取り組みが描かれている。聴覚
障害のもつ不自由さや、「共に歩む」ことの大切さが訴えられる。

ＶＨＳ
３７分

2810

知るを楽しむ
この人この世界

アフガニスタン　命の水を求めて
第1回　アフガニスタンという国で

NHK　平成18年6月5日

戦乱の地アフガニスタンに22年前医師として赴任した中村哲さんは、
貧しい人々の診療活動を続けるうちに、干ばつを克服しなければ
人々の平和な暮らしは取り戻せないと気づく。そして1年間に600本の
井戸を掘り、20万の人々に水を供給するようになる。
中村哲

ＶＨＳ
２５分

2811

知るを楽しむ
この人この世界

アフガニスタン　命の水を求めて
第２回　ペシャワールへの道

NHK　平成18年6月12日

ヒンズークシュ山脈の最高峰・チィリチミールに、登山隊の医師として
同行した中村さんは、途中、無医村の人々の厳しい生活を目にした。
1984年、パキスタンに赴任し、ペシャワールでハンセン病の治療に専
念する。患者1人1人を理解し、信頼関係を深める努力を続ける中村
さんの姿を描く。

ＶＨＳ
２５分

2812

知るを楽しむ
この人この世界

アフガニスタン　命の水を求めて
第３回　内戦下の診察所開設

NHK　平成18年6月19日

アフガニスタンで慢性的な栄養不足と貧困、病に苦しむ人々を見て
診療所の必要性を痛感した中村さんは、元ゲリラたちの協力を得て
診療所を開設する。そこには戦争で傷ついた人々もやってきて、中村
さんは生涯忘れられない体験をする。

ＶＨＳ
２５分

2813

知るを楽しむ
この人この世界

アフガニスタン　命の水を求めて
第４回　出会いの記憶
～ペシャワール以前

NHK　平成18年6月26日

困っている人々のために体を張る気風は、祖父から引き継がれたと
いう中村さん。北九州市若松にある本家を訪ね思い出を語る。祖父
は小説「花と龍」に描かれた玉井組組頭の玉井金五郎。また、幼いこ
ろの昆虫との出会いが、アフガニスタンの活動につながったという。

ＶＨＳ
２５分

2814

ことばおじさんの
ナットク日本語塾

まで・・・ない
NHK　平成18年4月3日

日常生活で感じることばに関する疑問に、ことばおじさんがわかりや
すく答えてくれる。第1回は「まで・・・ない｣。｢20日まで出社しません」
と言われたら、次に会社に出てくるのは20日？21日？ほかに｢アナウ
ンサーの方言ファイル」のコーナーでは、NHKアナウンサーが、出身
地のおもしろい方言をユーモラスに紹介する。
梅津正樹／松本和也

ＶＨＳ・
DVD
５分

2815

ことばおじさんの
ナットク日本語塾

あわや
NHK　平成18年4月4日

野球中継などでよく聞くことば「あわや」。「あわやホームランの当た
り」という使い方は正しいのだろうか。そもそも「あわや」とは、どういう
意味のことばなのか。｢アナウンサーの方言ファイル」は阿部渉アナ
ウンサーによる岩手の方言。
梅津正樹／阿部渉

ＶＨＳ・
DVD
５分

2816

ことばおじさんの
ナットク日本語塾

おられますか
NHK　平成18年4月5日

｢○○さんは、おられますか？」という表現をもとに、ことばおじさんが
敬語の使い方を解説。｢アナウンサーの方言ファイル」は松本和也ア
ナウンサーによる神戸の方言。
梅津正樹／松本和也

ＶＨＳ・
DVD
５分

2817

ことばおじさんの
ナットク日本語塾

お茶にする
NHK　平成18年4月10日

つい使ってしまう｢お茶する」という表現。ほかにも｢○○する」という表
現が日本語には多い。これらは正しいのだろうか。｢アナウンサーの
方言ファイル」は阿部渉アナウンサーによる岩手の方言「きゃっぱり」
について。
梅津正樹／阿部渉

ＶＨＳ・
DVD
５分
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2818

ことばおじさんの
ナットク日本語塾

お名前様
NHK　平成18年4月11日

｢お名前様、ちょうだいできますか？」この表現は正しいのだろうか。
目上の人に名前を尋ねるときは何と言えば良いのか、ことばおじさん
が解説してくれる。｢アナウンサーの方言ファイル｣は松本和也アナウ
ンサーによる神戸の方言「べっちょない」について。
梅津正樹／松本和也

ＶＨＳ・
DVD
５分

2819

ことばおじさんの
ナットク日本語塾

こだわる
NHK　平成18年4月12日

最近、「こだわりの一品」などと使われる「こだわる」。「こだわる」とい
う漢字を使った熟語は、あまりよくない意味で使われるが、最近はい
い意味で使われる場合が多い。「こだわる」の意味の変遷を分かりや
すく紹介する。

ＶＨＳ・
DVD
５分

2820

ことばおじさんの
ナットク日本語塾

とんでもございません
NHK　平成18年4月17日

「とんでもない」の丁寧語として｢とんでもございません」ということばを
使う人が多いが、「とんでもございません」ということば、どこか変だと
感じる人は年代別によって分かれる。「とんでもない」を丁寧なことば
では何と言うのか、分かりやすく紹介する。

ＶＨＳ・
DVD
５分

2821

ことばおじさんの
ナットク日本語塾

情けは人のためならず
NHK　平成18年4月18日

｢情けは人のためならず」ということばの意味は、｢情けをかけるの
は、その人のためにならない」という意味なのか、｢情けは、その人の
ためにかけるのではない」なのか、意見は分かれる。どちらが本来の
意味なのか分かりやすく紹介する。

ＶＨＳ・
DVD
５分

2822

ことばおじさんの
ナットク日本語塾

全然大丈夫
NHK　平成18年4月19日

最近、若者を中心に「全然大丈夫｣など、頭に｢全然」をつけて話すこ
とばが多い。本来、頭に｢全然」が付くと最後の文に打ち消しのことば
を使うはずだと思う人は多い。｢全然」の使い方について分かりやすく
紹介する。

ＶＨＳ・
DVD
５分

2823

ことばおじさんの
ナットク日本語塾

他人事
NHK　平成18年4月24日

「他人事」という漢字は「ひとごと」と読むのか、「たにんごと」と読むの
か。また、「お手数」という漢字の読みは「おてすう」「おてかず」の両
方使われている。本来、どのように読むのが正しいのか、分かりやす
く紹介する。

ＶＨＳ・
DVD
５分

2825
華麗なる一族　第一回

TBS　平成19年1月14日

時は1960年代後半。阪神銀行の頭取・万俵大介の長男・鉄平は、同
グループの阪神特殊製鋼の専務であった。鉄平は次々と新しい技術
を開発し、さまざまなメーカーから注文が相次ぐようになった。しかし、
阪神特殊製鋼には高炉がなかったため、鉄平は、独自の高炉建設を
夢見ていた。
木村拓哉／北大路欣也／鈴木京香／長谷川京子／山本耕史／山
田優／相武紗季
仲村トオル／吹石一恵／稲森いずみ／多岐川裕美／成宮寛貴／西
田敏行
武田鉄矢／柳葉敏郎／原田美枝子／津川雅彦

ＶＨＳ
７４分

2826
華麗なる一族　第二回

TBS　平成19年1月21日

高炉建設を決意した鉄平は、大同銀行の三雲頭取に融資を頼む。三
雲は鉄平の志を理解し前向きに検討すると答えるが、三雲に反感を
抱く綿貫専務は難色を示す。再会した芙佐子から別れの理由を聞か
された鉄平は、相子への怒りを募らせ、彼女を家から追い出そうとす
るが…。

ＶＨＳ
４７分

2827
華麗なる一族　第三回

TBS　平成19年1月28日

阪神銀行から高炉建設の融資額を10％減額するという連絡を受けた
鉄平は、父の元を訪れるが減額の決定は覆らなかった。高炉建設の
資金が足りなくなった鉄平は銭高常務と共に東京へ向かい、自らの
足で銀行を回り融資を求めるが…。

ＶＨＳ
４７分

2828
華麗なる一族　第四回

TBS　平成19年２月４日

阪神特殊製鋼はアメリカンベアリング社と契約。ついに海外進出を果
たす。しかし帝国製鉄の嫌がらせが続き、鉄平たちは苦境に立たさ
れる。さらに今まで鉄平を支えてきた義父・大川代議士が急病で倒れ
てしまう。そんな中、大介は阪神銀行の生き残りをかけて、非情な決
断を下ろそうとしていた。

ＶＨＳ
４７分

2829
華麗なる一族　第五回

TBS　平成19年２月11日

大川のヤミ献金記事が流れ、大川は窮地に陥った。病床の大川は自
分を陥れた人物を徹底的に捜し出そうとするが見つからない。そんな
折、大蔵省は三栄銀行と平和銀行の合併に代わる新たな合併を画
策していた。その中には阪神銀行も含まれていた。

ＶＨＳ
４７分
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2830
華麗なる一族　第六回

TBS　平成19年２月1８日

アメリカンベアリング社の突然の吸収合併により、阪神特殊製鋼は倒
産の危機に陥る。資金操りを迫られた鉄平に、大介は20億円の追加
融資を申し出る。さらに、帝国製鉄から銑鉄の供給を打ち切ると伝え
られた鉄平は、高炉建設工事の突貫工事を決める。

ＶＨＳ
４７分

2831
華麗なる一族　第七回

TBS　平成19年２月25日

鉄平の回りに次々に集まる人たちを見て銀平は兄がうらやましかっ
た。一方で阪神銀行側は鉄平の高炉建設を阻止するために高炉建
設の作業員を引き抜く相談をしていた。銀行を守るために鉄平の会
社をつぶすことを画策していたのだ。

ＶＨＳ
４７分

2832
華麗なる一族　第八回

TBS　平成19年３月４日

高炉爆発事故によって、窮地に立たされた阪神特殊製鋼。阪神銀行
を筆頭とした銀行融資団は、大介の策略により阪神特殊製鋼に会社
更生法の適用を求める。鉄平は、すべての混乱の根源に、自分と
父・大介の関係があると知り、大介に｢本当の父親は誰なのか」と詰
め寄る。

ＶＨＳ
４７分

2833
華麗なる一族　最終章

前編
TBS　平成19年３月１１日

大介と鉄平の親子の裁判が始まった。阪神銀行が阪神特殊製鋼を
倒産に追い込んだと主張する鉄平。８０億もの融資を行った阪神銀行
が、阪神特殊製鋼を倒産に追い込むはずがないと主張する大介。そ
んな中、鉄平側の弁護士・倉石が決定的な証拠を大介側に突きつけ
た。

ＶＨＳ
４７分

2834
華麗なる一族　最終章

後編
TBS　平成19年３月１8日

阪神特殊製鋼側の切り札が証人台に立った。その決定的な証言によ
り、ついに阪神特殊製鋼が勝利するかに見えたが、大介にはまだ打
つ手が残されていた。万俵大介と鉄平父子の愛憎の闘いに、ついに
終止符が打たれる。

ＶＨＳ
７３分

2835
涙そうそう

この愛に生きて
TBS　平成17年10月9日

美容サロンの社長・志津は、現在65歳。20歳の時に、ある事情から、
結婚するはずだった男性の子を1人で出産し、1人で育て上げた。あ
る日、その1人娘貴子の娘・未来が、志津を頼って訪ねてくる。交通事
故で死亡した恋人の子を、1人で産んで育てたいと言うのだ。志津
は、45年前の出来事を未来に話し始める。
黒木瞳／上戸彩／賀来千賀子／三浦友和／泉ピン子

ＶＨＳ
１２３分

2836
少しは、

恩返しができたかな
TBS　平成18年3月22日

北原和憲くんは、駒場東邦高校2年生の時、ユーイング肉腫という病
気を発症する。それは10歳以下の子どもや10代の若者に多い。悪性
腫瘍の一種だった。卓球部のエースとして活躍していた和憲くは、つ
らい抗がん剤治療に耐えながら、難関・東京大学の受験を目指す。
どんなにつらいときにも弱音を吐かず、目標に向けて頑張り続ける彼
を支えたのは、学校の仲間たちと家族の深い愛情だった。実話をもと
にした感動のヒューマンドラマ。
二宮和也／大竹しのぶ／池脇千鶴／勝地涼／谷啓

ＶＨＳ
９６分

2837
僕たちの戦争

TBS　平成18年9月17日

平成17年の9月にサーフィンをしていた尾島健太を、昭和１９年の9月
に同じ海の上で飛行訓練生として操縦かんを握っていた石庭吾一。2
人の若者に何らかの力が働いて、2人は時間を飛び越え、生きる時
代を入れ替わってしまう。それぞれの体験を通して見えたものは…。
森山未来／上野樹里／内山理名／玉山鉄二／古田新太／麻生祐
未

ＶＨＳ
１０７分

2838
金曜エンタテイメント

指先でつむぐ愛
フジテレビ　平成18年3月10日

現在、東京大学で准教授をしている福島智さんは9歳のとき病気で失
明し、18歳のとき聴力を失って盲ろう者となった。福島さんを指点字と
いう独特の通訳法で公私ともに支え続けているのが、妻の沢美さん
だ。結婚当初は沢美さんは頑張りすぎて、精神的に追い詰められる
こともあった。このドラマでは沢美さんの著書をもとに、盲ろうの夫と
通訳者の妻が互いに理解を深め、固い絆で結ばれていく様子を描
く。
田中美佐子／中村梅雀／野際陽子／佐野史郎

ＶＨＳ
９６分
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2839

カスペ！
ﾃﾚﾋﾞｱﾆﾒ放送開始15周年記念ﾄﾞﾗ

ﾏ
ちびまる子ちゃん

「まるちゃんのゆかいな生活」の
巻

｢仲良しの集い」の巻
｢たまちゃん、大好き」の巻

フジテレビ　平成18年4月18日

まる子の学校で授業参観会が行われることになった。授業が苦手な
算数ということで、まる子は憂うつで仕方ない。お母さんの前で何と
か手柄をたてようと頑張るまる子だが…。

森迫永依／高橋克実／清水ミチコ／モト冬樹

ＶＨＳ
９７分

2840

土曜プレミアム
特別企画

奇跡の動物園　旭山動物園物語
フジテレビ　平成18年5月13日

旭山動物園は北海道旭川市にある日本最北の動物園。一時廃園の
危機に追い込まれながら飼育係たちのアイデアと情熱で、動物園の
新しいスタイルを作り出し、やがて入園者数日本一を記録するまでに
なる。実話に基づいたドラマ。
山口智充／津川雅彦／戸田恵理香／小出恵介／伊東四朗

ＶＨＳ
９８分

2841
ＨＥＲＯ

フジテレビ　平成18年7月3日

山口県虹ヶ浦で殺人事件が発生。被疑者として逮捕されたのは、
虹ヶ浦を支える大企業鴨居産業の専務、滝田だった。滝田は潔く罪
を認めるのだが、久利生は滝田の供述に不可解な点を感じ、鴨居産
業や滝田の自宅の家宅捜索を踏み切る。
木村拓哉／堤真一／綾瀬はるか／中井貴一

ＶＨＳ
１１６分

2842
ゴジラ
東宝

昭和29年

貨物船が原因不明の沈没事件を起こした。さらに救助に向かった貨
物船や漁船も次々に沈没した。生き残った漁船の乗組員は、怪物に
襲われたと証言する。そしてあらしの夜、大戸島に謎の巨大生物が
現れ、島を襲った。生物学者の山根博士は調査団を結成し、南海サ
ルベージの尾形らとともに大戸島へ向かい調査を開始した。
宝田明／河内桃子／平田明彦／志村喬

ＶＨＳ
９７分

2846

世界名作劇場
赤毛のアン　第1章

マシュウ・カスバート驚く
日本アニメーション

マシュウとマリラという年を取った兄妹が、グリーンゲイブルズという
所に住んでいた。彼らは、農作業の手伝いができる男の子を、孤児
院からもらい受けることにした。だが、駅に迎えに行くと、そこで待って
いたのは、赤毛の女の子・アンだった。

ＤＶＤ
２６分

2847

世界名作劇場
赤毛のアン　第２章

マリラ・カスバート驚く
日本アニメーション

孤児院から引き取られ、新しい生活を夢見ていたアンは、マリラに｢男
の子じゃないから、要らない」と言われ、落ち込んでしまう。マリラは、
アンを孤児院に送り返すと言う。果たして、アンはマシュウ兄妹のもと
で暮らすことができるのだろうか。

ＤＶＤ
２６分

2848

世界名作劇場
赤毛のアン　第３章

グリーン・ゲイブルズの朝
日本アニメーション

グリーン・ゲイブルズに着いた翌朝、目覚めたアンは、窓から見える
すばらしい自然に感激する。しかし、ここで暮らすことはないと思い、
外に出るのをためらうのだった。やがてマリラは、アンを孤児院へ送
り返す相談のため、スペンサー夫人のもとへと向かった。

ＤＶＤ
２６分

2849

世界名作劇場
赤毛のアン　第４章

アン・生い立ちを語る
日本アニメーション

スペンサー夫人のもとへ向かう途中、マリラに促され、アンは自分の
つらかった身の上を話し始めた、父や母のこと、生まれた家のこと、
そして、なぜアンが孤児院へ行くことになったのか。やがて、2人の前
にホワイト・サンドの町が近づいてきた。

ＤＶＤ
２６分

2850

世界名作劇場
赤毛のアン　第５章

マリラ決心する
日本アニメーション

スペンサー夫人のもとに到着したマリラとアン。マリラはスペンサー夫
人に、自分たちの欲しかったのは男の子で、アンを施設に返したいと
告げる。ところがスペンサー夫人は、ブルエットの奥さんが女の子を
欲しがっているから、アンを施設に返す必要はないと言う。そこにブ
ルエットの奥さんが通りかかり、アンをもらってもいいと言う。ところが
…。

ＤＶＤ
２６分

2851

世界名作劇場
赤毛のアン　第６章

グリーン・ゲイブルズのアン
日本アニメーション

マリラの決心によってグリーン・ゲイブルズで暮らすことになったア
ン。そのことをマリラから告げられたアンは、大喜びで庭に飛び出して
いく。マシュウもマリラも、アンの大変な喜びようにアンへの好意を深
めていく。

ＤＶＤ
２６分
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2852

世界名作劇場
赤毛のアン　第７章

レイチェル夫人　恐れをなす
日本アニメーション

レイチェル夫人に「やせっぽちで器量が悪く、そばかすだらけで、にん
じんのような赤い髪」を言われたアンは、かんしゃくを起こし、レイチェ
ル夫人に、ひどいことをまくし立ててしまう。そんなアンにマリラは「レ
イチェル夫人に謝らないなら、部屋から出てはいけない｣と言う。アン
は部屋で一生を過ごす決意をするのだが…。

ＤＶＤ
２６分

2853

世界名作劇場
赤毛のアン　第８章
アン日曜学校へ行く
日本アニメーション

初めての日曜学校の日、マリラが持病の頭痛を起こし、教会に行け
なくなってしまう。1人で教会に行くことになったアン。途中ですてきな
アイデアを思いつくのだが、それが、またとんでもないことにつながっ
てしまう。

ＤＶＤ
２６分

2854

世界名作劇場
赤毛のアン　第９章

おごそかな誓い
日本アニメーション

隣の家のダイアナは、アンの心の友になってくれるだろうか。アンは
緊張してマリラとダイアナの家を訪れた。やがて、ダイアナに庭を案
内してもらい永遠に変わらぬ友情の誓いを立てた2人は、すっかり仲
良しになるのだった。

ＤＶＤ
２６分

2855

世界名作劇場
赤毛のアン　第10章
アン・心の友と遊ぶ
日本アニメーション

ダイアナと午後から森で遊ぶ約束をしたアンは、朝からわくわくして仕
事も手につかない。ところが約束の時間になっても、なかなかダイア
ナが来ないため、アンは心配になって、ダイアナの家まで様子を見に
行く。すると…。

ＤＶＤ
２６分

2856

世界名作劇場
赤毛のアン　第11章

マリラ・ブローチをなくす
日本アニメーション

マリラが大切にしている紫水晶のブローチが見当たらない。いくら探
しても見つからず、マリラはアンが取って失くしたと思い込む。そして
アンに、｢本当のことを言うまでピクニックには行かせない」と言い、部
屋に閉じ込めてしまう。

ＤＶＤ
２６分

2857

世界名作劇場
赤毛のアン　第12章

アン・告白する
日本アニメーション

アンが心待ちにしていたピクニックの朝、アンはマリラに「ブローチを
取って失くした」と打ち明ける。しかしマリラは、｢罰としてピクニックに
行かせない｣と言う。初めてのピクニックを楽しみにしていたアンは、
果たしてピクニックに行けるのだろうか。

ＤＶＤ
２６分

2858

世界名作劇場
赤毛のアン　第13章

アン・学校へ行く
日本アニメーション

いよいよ新学期が始まり、初めて学校に登校したアン。先生に意地
悪をされるものの、ダイアナの助けもあってみんなと友達になれる。
そして、みんなによくしてもらったお礼に、詩の朗読を披露し、みんな
の人気者になる。

ＤＶＤ
２６分

2859

世界名作劇場
赤毛のアン　第14章

教室騒動
日本アニメーション

アンが学校に通い出してから数週間がすぎた。アンは友だちもたくさ
んでき、一生懸命に勉強していた。そんなある日、親せきの牧場を手
伝っていたギルバートという少年が学校に戻ってきた。女の子たちを
からかうのが好きなギルバートは、アンの髪を「ニンジン」とからかっ
た。

ＤＶＤ
２６分

2860

世界名作劇場
赤毛のアン　第15章

秋の訪れ
日本アニメーション

ギルバートとケンカをしてから、学校へ行かなくなってしまったアン
は、家でマリラの手伝いをしながら過ごすことに。やがて季節は秋に
なり、ある日グリーン・ゲイブルズをお客さんが訪ねてくる。マリラの
言いつけを守らなかったアンのせいで、せっかくの食事が大変なこと
になってしまう。

ＤＶＤ
２６分

2861

知るを楽しむ人生の歩き方
夜間中学校は僕らのふるさと

第1回
夜間中学校との出会い

ＮＨＫ　平成18年11月8日

昼間の学校が終わった夕方5時に年齢も生まれた国も違うさまざまな
人が通う学校・夜間中学校。生徒は皆、昼間の中学に通えなかった
人たち。その夜間中学で42年間、国語の教師として夜間中学一筋に
教え続けた見城慶和さんに夜間中学との出会いを伺う。
見城慶和

ＶＨＳ・
DVD
２５分

2862

カスペ！
ほんとにあった怖い話

夏の特別編２００６
鎌倉ミステリーツアーＳＰ

フジテレビ　平成18年8月22日

視聴者から寄せられた手紙を基に、本当にあった怖い話をオムニバ
スで送る。｢6番目の部屋｣女子高生がカラオケルームに行った時に
経験した怖い話。｢病棟のぬいぐるみ｣手にした患者は亡くなるという
クマのぬいぐるみを巡る怖い話。「そこにいる！｣スーパーの本社から
地方の店舗に出向した社員が経験した怖い話。ほか「不思議な時間｣
｢四畳半の貴婦人」「断崖の下にて」
堀北真希／釈由美子／高嶋政伸／伊藤淳史／森三中／稲垣吾郎

ＶＨＳ
９７分
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2868

知るを楽しむ人生の歩き方
夜間中学校は僕らのふるさと

第２回
生きる力を支える言葉

ＮＨＫ　平成18年11月15日

42年間、夜間中学校の教壇に立ち続けた見城慶和さん。夜間中学に
通う生徒は時代と共に変わる。高度経済成長期は、終戦直後に中学
に通えなかった人たちが大人になって夜間中学に入ることが多かっ
た。その生徒たちの生きる力を支える｢言葉」について伺う。
見城慶和

ＶＨＳ・
DVD
２５分

2869

知るを楽しむ人生の歩き方
夜間中学校は僕らのふるさと

第３回
生きる力を支える言葉

ＮＨＫ　平成18年11月22日

1975年ごろから昼間の学校に通えない不登校の生徒が、夜間中学
校に増え始めて言った。心によろいを着せて、誰とも口をきかなかっ
た生徒が、夜間中学で、みんなの前で初めて声を出して本を読むこ
とができた。昼間の学校と夜間中学校はどこが違うのか。見城さんに
夜間中学の教育力について伺う。
見城慶和

ＶＨＳ・
DVD
２５分

2870

知るを楽しむ人生の歩き方
夜間中学校は僕らのふるさと

第４回
｢鈍行列車」で行こう

ＮＨＫ　平成18年11月29日

42年間にわたる夜間中学校の教師生活で、見城慶和さんは2000人
を超える卒業生を送り出した。そして、2003年3月、見城さんは定年を
迎え教師生活を終えた。しかし夜間中学校を卒業しても、更に｢学び」
を求める人は多い。見城さんの「学び」に対する思いを伺う。
見城慶和

ＶＨＳ・
DVD
２５分

2871

手話かみしばい
かさじぞう・おむすびころりん
＜手話ビデオ　字幕つき＞

字幕製作
聴力障害者情報文化センター

『かざじぞう』あるところにたいそう貧乏なおじいさんとおばあさんがい
ました。もうすぐお正月、「おばあさんに腹いっぱいおもちを食べさせ
たい」おじいさんと、「おじいさんに少しでもお酒を飲ませてあげたい」
おばあさんは、夜なべしてすげでかさを編みました。おじいさんは出
来上がったすげがさを町に売りに行きますが…。
『おむすびころりん』お弁当のおむすびをうっかり落としてしまったおじ
いさん。おむすびはコロコロ転がって穴の中に落ちてしまいます。残
念に思っていると、穴の中からは可愛らしい歌声が聞こえてきまし
た。もっと聞きたいなあと思ったおじいさんは残りのおむすびも穴に転
がし、自分も身を乗り出しました。すると…。
お話は二つとも、日本各地に民話として語り継がれた昔話です。『か
さじぞう』は野崎誠さんがしっとりと、『おむすびころりん』は佐沢静枝
さんが軽快に語ります。「ことばから学ぼう」もお楽しみに。

ＶＨＳ・
DVD
３２分

2872

手話かみしばい
かさじぞう・おむすびころりん

＜手話ビデオ＞

字幕製作
聴力障害者情報文化センター

『かざじぞう』あるところにたいそう貧乏なおじいさんとおばあさんがい
ました。もうすぐお正月、「おばあさんに腹いっぱいおもちを食べさせ
たい」おじいさんと、「おじいさんに少しでもお酒を飲ませてあげたい」
おばあさんは、夜なべしてすげでかさを編みました。おじいさんは出
来上がったすげがさを町に売りに行きますが…。
『おむすびころりん』お弁当のおむすびをうっかり落としてしまったおじ
いさん。おむすびはコロコロ転がって穴の中に落ちてしまいます。残
念に思っていると、穴の中からは可愛らしい歌声が聞こえてきまし
た。もっと聞きたいなあと思ったおじいさんは残りのおむすびも穴に転
がし、自分も身を乗り出しました。すると…。
お話は二つとも、日本各地に民話として語り継がれた昔話です。『か
さじぞう』は野崎誠さんがしっとりと、『おむすびころりん』は佐沢静枝
さんが軽快に語ります。「ことばから学ぼう」もお楽しみに。

ＶＨＳ
３２分

2873

壁を拓く、社会を開くⅡ
ー昭和50年代のろうあ運動ー
＜手話ビデオ　字幕つき＞

字幕製作
聴力障害者情報文化ｾﾝﾀｰ

昭和50年代のろうあ運動は｢4本柱｣運動と呼ばれる権利獲得運動が
中心だった。その中の1つ｢差別的な民法11条改正運動｣について紹
介する。内容は、実際に差別にあった聴覚障害者の証言、弁護士の
立場から見た改正前の民法11条の問題点、全日本ろうあ連盟の当
時の活動などを野澤克哉先生の解説と共に紹介する。
野澤克哉／馬屋原亜季／高田英一／山田裕明／黒﨑信幸／黄田
規子／土谷道子

ＶＨＳ・
DVD
５１分

2874

壁を拓く、社会を開くⅡ
ー昭和50年代のろうあ運動ー

＜手話ビデオ＞
字幕製作

聴力障害者情報文化ｾﾝﾀｰ

昭和50年代のろうあ運動は｢4本柱｣運動と呼ばれる権利獲得運動が
中心だった。その中の1つ｢差別的な民法11条改正運動｣について紹
介する。内容は、実際に差別にあった聴覚障害者の証言、弁護士の
立場から見た改正前の民法11条の問題点、全日本ろうあ連盟の当
時の活動などを野澤克哉先生の解説と共に紹介する。
野澤克哉／馬屋原亜季／高田英一／山田裕明／黒﨑信幸／黄田
規子／土谷道子

ＶＨＳ
５１分

27 



番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時　間

2875

JNN
九州・沖縄共同制作
新　九州遺産　熊本
神々の住む里　阿蘇

熊本放送
平成19年1月1日

雲海に浮かぶ阿蘇五岳。その姿は観音菩薩（かんのんぼさつ）が横
たわっているとたとえられるほど雄大である。ふもとには阿蘇谷と呼
ばれる広大な平野が広がり、肥よくな土地で住民のほとんどが農業
に従事している。
かつてこの阿蘇谷をひらき、民に農耕を教えたのは健磐龍命（たけい
わたつのみこと）という神様だと伝えられ、2300年の歴史を持つ阿蘇
神社にまつられている。阿蘇地方は春夏秋冬、農耕と深いかかわり
を持つ祭事が多く、人々の神に対する畏敬（いけい）の念は今も変わ
らない。阿蘇の雄大な自然の中に神を見出し、共存しようとする人

ＶＨＳ
４７分

2880

JNN
九州・沖縄共同制作

新　九州遺産　鹿児島
奄美大島紬
南日本放送

平成19年1月1日

奄美大島のつむぎ（つむぎ）の歴史は古く、1000年以上と言われてい
る。伝統的な柄にはソテツやハブなど奄美の自然や動物が織り込ま
れ、そこには自然と共に生きる人々の畏敬（いけい）の念が込められ
ている。柄のデザインを考える｢図案師｣、泥染めの職人、織り手など
制作工程ごとに専門職人がいて、それぞれが思いを込めてひとつの
大島紬を完成させる。機械化や効率化とは無縁に、伝統を守り、人
の手をかけ、人の手と思いが紡ぐ｢奄美大島紬」の素晴らしさは自然
と織り成す文化遺産である。
【字幕製作　鹿児島県視聴覚障害者情報センター】

ＶＨＳ
４７分

2881

JNN
九州・沖縄共同制作
新　九州遺産　長崎

ペーロンの里
長崎放送

平成18年12月30日

長崎の夏をさらに熱くする祭り、ペーロン大会。銅鐸（どうたく）と太鼓
の音に合わせて26人のこぎ手が一斉に櫂（かい）をかく。年齢も職業
もさまざまな選手たちは、この日のために年明けから練習を重ねてき
た。漁を休んで練習に明け暮れる漁師や、一年中がぺーロン大会を
中心にまわっている男たち、代々ペーロン船を作り続ける男たち。男
の子が生まれると、節句にペーロン船に乗せて祝う風習が残る地域
もある。
波しぶきを全員に浴びて勝負の1150ｍを一気に駆け抜ける。時間に
してわずか5分あまりのこのレースに懸けた人々を追う。
【字幕製作　鹿児島県視聴覚障害者情報センター】

ＶＨＳ
４７分

2884

恋路物語
－ｅａｃｈ　ｌｉｔｔｌｅ　ｔｈｉｎｇ－

水俣市
2007年度

ミキは恋路中学に通う3年生。ある日、余命いくばくもないおばあちゃ
んから初恋の人に宛てた手紙を預かりました。｢大切な人を思いやる
気持ち」は、山の龍神様と海の龍神様に届くでしょうか。美しい水俣
の自然を背景に繰り広げられる初恋物語。聴覚障害のおばあちゃん
を草村礼子さんが演じます。
熊本県聴覚障害者情報提供センターが聴覚障害者向け字幕製作で
協力した作品です。
水俣市から寄贈いただきました。
(監督）菅野宏彰　　(脚本）國澤真理子　　(原作）関戸幸子
谷村三月／松澤傑／渡辺いっけい／草村礼子／川岡大次郎

ＤＶＤ
８０分

2885

法務省広報ビデオ
「すべての人に人権が」

～世界人権宣言と法務省の
人権擁護機関～

人権とは人が生まれながらにして持っている基本的な権利。この保
障を初めて国際的にうたったのは、1948年に国連総会で採決された｢
世界人権宣言」。タレントの早見優がナビゲーターとなり｢世界人権宣
言」を紹介するほか、法務省人権擁護機関が行っている取り組みを
紹介する。
法務省人権擁護局より寄贈いただきました。
早見優

ＶＨＳ
３０分

28 



番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時　間

2886

福祉ネットワーク
シリーズ 社会起業家

”オフィスマッサージ”をどうぞ
～盲ろう者の働ける
企業を目指して～

目と耳に障害がある盲ろう者は、コミュニケーションの取りづらさから
働き先がほとんどない。中にはマッサージ師の国家資格を取り、働く
意欲も高いのに仕事が無い盲ろう者までいる。その盲ろう者たちに雇
用の場を作り出そうとする起業家がいる。社会起業家の田辺大（たな
べゆたか）さん。田辺さんが始めた事業は企業への訪問式マッサー
ジサービス。契約した企業の空き会議室に簡易ベッドを持ち込み、盲
ろう者のマッサージ師を派遣するというものだ。マッサージサービスを
通じ、盲ろう者の雇用創出、健常者と障害者の出会う場作りに挑む
田辺さんの取り組みを追った。

ＶＨＳ
２９分

2887

福祉ネットワーク
緊急点検・

日本のセーフティーネット
第２回 病院がつぶれる
地域医療は守れるか

新潟県糸魚川市。人口５万の町を支えてきた中核病院の一つ、糸魚
川医療生協・姫川病院（１１４床）が経営破たんのため、今年６月、突
然閉鎖した。経営悪化の背景には、医師不足、度重なる診療報酬の
切り下げなど、国の医療政策が大きく影響している。病院の閉鎖は、
さらに大きな波紋を広げている。糸魚川市にあった、もう一つの一般
病院・糸魚川総合病院に患者が集中し、混乱が続いているのだ。病
院閉鎖に揺れる糸魚川地域を舞台に、地域医療の現状をリポートす
る。

ＶＨＳ
２９分

2888
福祉ネットワーク

“里親”って知ってますか？

さまざまな事情から、実の親とは暮らすことのできない子どもたち。最
近では、児童虐待の急激な増加も受け、その数は増え続けている。
そうした子どもたちを家族の一員として迎え入れ、生活をともにする
のが里親たち。子どもを取り巻く状況がかつてないほど厳しい現在、
里親に社会的な注目が集まっている。シリーズの１回目は、具体的な
ケースを通して、里親の実情や思いを探り、親制度が直面している課
題や、里親制度が持つ可能性について、考えていく。

ＶＨＳ
２９分

2889
日曜フォーラム

超高齢社会と難聴

超高齢社会を迎え、注目されている「加齢と難聴」の最新の研究をふ
まえ、そのケアを話し合う。
パネリストは、慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科教授の小川郁氏、筑
波技術大学学長の大沼直紀氏、日本補聴器工業会理事・オーティコ
ン株式会社社長の赤生氏、元プロ野球選手・監督の中西太氏。（～
東京・千代田放送会館で録画～）

ＶＨＳ
６０分

2890

美の巨人たち
レオナルド・
ダ・ヴィンチ

「モナ・リザ」前編

　ルネッサンスが生んだ万能の天才レオナルド・ダ・ヴィンチ。生涯に
わずか10数点の絵しか残さなかったレオナルドだが、彼は史上最高
の画家と称されている。「モナ・リザ」はそのレオナルドの最高傑作だ
が、実は多くの謎を秘めた絵でもある。最も大きな謎は「誰がモデル
なのか」ということだ。番組では、さまざまな角度からその秘密に迫
る。

ＶＨＳ・
DVD
２６分

2891

美の巨人たち
レオナルド・
ダ・ヴィンチ

「モナ・リザ」後編

　前編に引き続き、「モナ・リザ」の秘密に迫る。コンピューターを使っ
てモナ・リザの「感情」を解析したり、画面の汚れを取り払って、
描かれた当時の鮮明な画面を再現する。果たして「モナ・リザ」のモデ
ルは誰なのか？

ＶＨＳ・
DVD
２６分

2892

どうぶつ奇想天外！　最強チンパ
ンジー
軍団の限界に挑戦！
雪原を駆け抜けろ！犬ぞりレース
特集　一年に一度！サバンナ最
大の
命の祭典　仰天！華麗なるアリ
の生態

　チンパンジーの運動能力は、パワー、バランス、瞬発力、全てが
我々の想像を上回る。チンパンジーに不可能はないのか？今回は彼
らの能力の限界を探るべく番組考案のスポーツアトラクションに挑戦
してもらった。特集は『犬ぞりレース』と『サバンナのヌーの大移動』。
　犬ぞりは真冬の北海道で犬と人間が一体となり競技を行う。番組の
女性リポーターが千歳市で行われるレースを目標に犬ぞりを訓練す
ることになった。犬ぞりは初めての体験。無事レースに出場できるの
か。彼女の挑戦を通して犬ぞりの魅力を紹介する。
サバンナで繰り広げられる２００万頭のヌーの大移動。彼らは草を求
め、１年をかけてタンザニアからケニアにかけて２０００キロの旅をす
る。その様子を紹介する。

ＶＨＳ
４５分

29 



番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時　間

2893

サイエンスＺＥＲＯ

極限環境生物の
不思議に迫る

極限環境というのは、極端な温度、圧力、乾燥、毒物のある環境な
ど、わたしたちの想像を超える苛酷な環境を指す。長らく、こうした環
境には、生物は存在しないと考えられてきた。
　ところが、調べていくうちに、砂漠や深海、放射能を浴びた状態でも
生存する生物のいることがわかってきた。今、これらの生物が持つ特
殊な能力を、医療や環境問題に利用しようと、研究が進められてい
る。

ＶＨＳ・
DVD
４４分

2894
きらっといきる手と手が心を開い

ていく
～「いこいの村」の仲間たち～

　京都のろう重複障害者施設「いこいの村」で働く聴覚障害者の難波
さんと、聴覚と視覚に障害を持つ入所者の山口さんがゲスト。
　難波さんの施設での働きぶりや苦労、施設内で結婚された山口さ
んと妻・保子さんのなれ初めや、助け合い支え合う生活の様子が紹
介される。
　ぴ～ぷるぴ～ぷるのコーナーは、ＡＬＳという難病で入院生活をおく
る西尾さんの詩を紹介。

ＶＨＳ
２９分

2896
福祉ネットワーク

林家正蔵が語る手話の世界

　手話落語に取り組む、落語家の林家正蔵さん。教育テレビ放送の
「ＮＨＫみんなの手話」で生徒役に挑戦することになった。正蔵さんは
なぜ手話を始めたのか、手話との出会いや手話によせる熱い思いを
聞く。
　２か月の特訓で挑戦した初めての手話落語だが、聞こえない人向
けの落語ならではの難しさがあり、自分の手話落語に満足できな
かった。手話を上達させたいと、「ＮＨＫみんなの手話」への出演を決
める。

ＶＨＳ
２９分

2897
福祉ネットワーク　世界が定めた

障害者の権利

　2006年12月13日、第61回国連総会本会議で、「障害者権利条約」
が採択された。この条約は20か国が批准した時点で発効するもの
で、2008年４月３日までに20か国が批准し、2008年５月３日に発効し
た。
　この権利条約の基本的な考え方について、「障害者権利条約」策定
特別委員会　日本政府顧問の東氏に伺う。

ＶＨＳ
２９分

2898
一期一会キミにききたい！

あきらめない話＠耳の聞こえない
女優

　いつも失敗することを恐れて、チャレンジすることを避けてきた大学
３年生の大佳（はるか）さん。彼女は、障害を乗り越えて夢をかなえた
耳の聞こえない女優　岡田絵里香さんと話すうちに、本気で変わろう
と思い始める。大佳さんを本気にさせた岡田絵里香さんの話とは
…？。
失敗を恐れて踏み出せない人、必見。

ＶＨＳ
２９分

2899

夢の扉　ＮＥＸＴＤＯＯＲ　ＥＰＩＳＯ
ＤＥ　１３１　車イスの我が子を山

頂へ
お父さんたちの熱き挑戦

樋江井亘　篠田知明

　我が子を背負ってお父さんたちが中央アルプスの駒ヶ岳の頂上を
目指す。障害を持つ我が子と一緒に山頂に立つというプロジェクト
だ。
　参加者の１人樋江井さんの長女は、生まれつき手足に重度の障害
を持っている。長女を背負って樋江井さんたちの挑戦が始まる。

ＶＨＳ
２５分

2900

夢の扉　ＮＥＸＴＤＯＯＲ　ＥＰＩＳＯ
ＤＥ　１３２

聴覚障害者の生活圏を広げる
機械を発明した男　齋藤勝

　聴覚障害者にとって便利な道具シルウォッチ。シルウォッチは、ＦＡ
Ｘの着信音や玄関の呼び鈴などの音を、文字と信号に変えて
聴覚障害者に知らせてくれる。この機械を開発したのが、齋藤勝さ
ん。斎藤さん自身、聴覚に障害をもつ難聴者。自分が生活で感じた
不便を解消するためにつくった機械が、今、さまざまな分野で活用さ
れ始めている。

ＶＨＳ・
DVD
２５分

2895
ふるさと発

笑顔と手話で世界をひらけ

　聴覚障害者・田中作治さんの活動を紹介する。
　障害を気にせず、誰とでも気さくにコミュニケーションする田中さん。
もともと内気な性格だったが、４０年前のバイク旅行で、多くの人と触
れ合う喜びを知った。
　冬の山で週に一度行われる自然観察会で、田中さんはボランティ
アガイドを務める。耳が聞こえる参加者にも工夫してコミュニケーショ
ンをとり、多くの人に雪山の魅力を伝えている。
　また、月に一度小学校を訪れて子どもたちと交流して手話を教え、
地元のろうあ者たちには人と交流することの楽しさを知ってもらうた
め、ある方法を提案する。

ＶＨＳ
２５分

30 



番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時　間

2901
ポカポカ地球家族

手話で語る夫婦の夢
～フランス・パリ～

　パリに住んでいる好子さんとご主人のゲイトンさん。生まれつき聴
覚に障害を持ってるゲイトンさんは、バイオリンの弓の修理や
オリジナルの弓を作る職人をしている。妻の好子さんとは手話でコ
ミュニケーションをしている。２人の暮らしぶりを追う。

ＶＨＳ
２５分

2902

ポカポカ地球家族
イルカと暮らすことを夢みる

日本人家族
～ソロモン諸島・マライタ島～

　イルカと触れ合える生活がしたい。そう願って小前さん夫婦はソロ
モン諸島にやってきた。
奥さんは水道も電気もない島で住むことは不安だったが、大自然と島
の人々の笑顔に毎日触れ合える事がすっかり気に入り、長男も生ま
れた。小前さん家族の生活を追う。

ＶＨＳ
２５分

2903

情熱大陸

プロボディーボーダー
甲地由美恵

　世界ツアー初参戦でいきなり日本選手最高位の11位となったプロ
ボディーボーダーの甲地由美恵さん。
２歳の時、感音性難聴で聴覚を失った甲地さんは、18歳で出会った
ボディーボードによって人生が変わったという。「海は自分が1人の人
間で居られる唯一の場所」と言い切る彼女が、世界戦に挑戦する姿
を追う。

ＶＨＳ・
DVD
２５分

2904

その時歴史が動いた
東京オリンピックへの道

～平和の聖火　アジア横断リレー
～

　戦後の日本にとって、最大ともいえるイベント「東京オリンピック」。
この東京オリンピックの最終聖火ランナーは、原爆が投下された日に
広島で生まれた青年だった。またこの聖火は、ギリシャから、日本が
戦争によって被害を与えたアジアの国々をリレーされ、東京に届けら
れた。
　日本が真に平和を願う国として歩き出したことを、聖火リレーに託し
て世界に伝えようとしたのは、日本水泳連盟の田畑政治だった。東
京オリンピック開催までの、長く険しい道のりを追う。

ＶＨＳ
４３分

2905
クローズアップ現代

１００歳の肖像
～老いをどう生きるか～

　北九州市で写真館を営む大貝幸史さんは、父親の代から３０年以
上ずっと、敬老の日に合わせて、その年に百歳を迎える
市内在住のお年寄りの写真を無償で撮影し、贈呈を続けている。２０
０６年も、５５人の１００歳のお年寄りがカメラの前に立った。お年寄り
の中には、介護が必要になっている人や、認知症の人もいる。また、
お年寄りを支える家族の状況も様々だ。けれども届けられた肖像写
真を前にすると、皆、満足そうにほほ笑んでしまう。肖像写真を通し
て、１人の人間の尊厳が再確認されていくようだ。

ＶＨＳ
２６分

2906

中学生日記　戦争と平和
どう教わっていますか？
～沖縄の中学生100人と

出会って～

　大須先生は戦争についての話を聞くため、太平洋戦争の激戦地と
なった沖縄を訪ねる。
そこで出会った中学生の少年とともに戦争の跡をたどる旅へと向か
う。
　また、実際に戦争を経験したお年寄りから戦争の体験談を聞く。

ＶＨＳ
２９分

2907
ＮＮＮドキュメント’０７

声の壁
発言できない議員

　岐阜県中津川市会議員の小池公夫さんは、発声障害で明瞭に話
すことができない。彼の所属する中津川市議会本会議では、本人の
肉声か、パソコンによる読み上げ音声しか発言が認められていない。
人の声による代読を求める小池さんは、長年の闘いの結果、とうとう
同僚議員を訴えることになった。
　他の自治体では、脳性マヒの議員の代読を認めたり、聴覚障害者
の議員には手話通訳と筆記通訳が付いた例もある。
　「発言方法は自らが選ぶべき」と信じる小池さんの日々を追う。

ＶＨＳ
２６分

2908
一期一会　キミにききたい！

親友の作り方の話＠
沖縄～群馬対話

　親友がほしいと願う沖縄の女の子・イチゴさんと「親友なしでは生き
ていけない！」と言い切る群馬県の大学生・イチエさんが出会う。
　友達80人、親友9人いるというイチエさんは、自分の親友3人をイチ
ゴさんに引き合わせ、自分がどんな風に親友を作ってきたのか知っ
てもらうことにした。はたしてイチゴさんは、
親友作りのヒントをつかむことができるのだろうか？

ＶＨＳ
２９分
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2909

わくわく授業　－わたしの教え方
－

「５分刻み」で
英語が好きになる
～田尻悟郎先生の

英語～

　島根県広瀬町にある広瀬町立比田中学校は、全校生徒４６人。こ
の中学の２年生１３人に、田尻悟郎先生が英語の授業を行う。
授業は英語専用の教室を使い、時間中の会話はすべて英語。５０分
の授業を「５分刻み」にして、話す・書く・読む・聞くの要素をまんべん
なく学習していく。学習方法もゲームを取り入れるなどユニーク。田尻
先生の授業の良さを探求する。〈常用漢字使用　中学生以上の漢字
に読みがなつき〉

ＶＨＳ
２５分

2910

わくわく授業　－わたしの教え方
－

ゲームでわかる小数のしくみ
～宮本博規先生の算数～

　小学校４年生の算数で教わる「少数」。この「少数のしくみ」を、熊本
市立壺川（こせん）小学校で、宮本博規先生が教える。
宮本先生は、ジュースに見立てた色水を使って小数の意味を教え、
そのあとゲームを行う。チーム対抗のジャンケンゲームに子どもたち
も熱くなり、勝敗の行方を追ううちに、自然と少数の計算ができるよう
に。わくわくドキドキの授業だ。〈常用漢字使用　４年生以上の漢字に
読みがなつき〉

ＶＨＳ
２５分

2911
君がくれた夏

～ガンと闘った息子の７３０日～

　とび職人の木崎真人とトキコは若くして結婚。2人の男の子を授か
り、幸せな日々を送っていたが、長男の直也が５歳になったある日、
10万人に1人の確率で発症するといわれる難病の「ユーイング肉腫」
に侵されていることが判明する。

ＶＨＳ
１０２分

2912
新春ドラマスペシャル

佐賀のがばいばあちゃん

　徳永昭広は小学１年生。父親の死後、広島で居酒屋を営む秀子に
女手一つで育てられていたが、祖母おさのの元に
預けられることになり、佐賀へ。おさのは貧乏だが節約の天才だっ
た。昭広はおさのと暮らしながら、生活の知恵や人生を学んでいく。

ＶＨＳ
１１５分

2913
１リットルの涙

特別編　～追憶～

　池内亜也が亡くなって半年。亜也の妹で看護師の亜湖は、常南大
学病院の神経内科に異動になる。その科には亜也が親しくしていた
麻生が医師として勤務していたが、亜也を失った喪失感と亜也を助け
られなかった無力感から立ち直れずにいた。亜湖の強い言葉で自分
を取り戻した麻生が、投げやりになっている入院患者の少女に、亜也
の思い出を語り始める。
　15歳で原因不明の難病・脊髄小脳変性症を発病した女性の日記を
もとに制作された、連続ドラマの特別編。

ＶＨＳ
１４１分

2914
金曜プレステージ

お母さん　ぼくが生まれてごめん
なさい

　脳性まひの少年・康文は、母や弟に支えられながら明るい学校生
活を送っていた。ある日、康文は一人の少女と出会い，彼女と
友達になろうとする。
　失恋や友人の死など、厳しい現実に直面する康文。そんな中、康文
は自分を支えてくれる母に自分の気持を詩にたくして伝えようと考え
た。
　実話を元にした感動のドラマ。

ＶＨＳ
９５分

2915

金曜プレステージ
千の風になってスペシャル第１弾

ドキュメンタリー・ドラマ
家族へのラブレター

　大学１年、高２、中３の３人の子供に恵まれ、幸せな生活を送ってい
た杏子。だが健康診断で胃ガンが見つかる。進行の早いガンで、
手術をしても余命は３か月、長くても１年という診断だった。しかし家
族に支えられ、奇跡的に２年間も闘病を続けることになる。その間、
母親としてできうるかぎりのことをする杏子。彼女は家族４人に、自分
が亡き後の道しるべを書き残す。

ＶＨＳ
９６分

2916
千の風になってドラマスペシャル

ゾウのはな子

戦後初めてタイから来日したゾウのはな子は６０歳になった今も元気
で、井の頭自然文化園で飼われている。一方で戦時中
上野動物園の人気者だったゾウの花子は、「空襲で壊れたオリから
街へ逃げ出したら危険」という理由で処分された。
　精いっぱいの愛情を持ってゾウに接した飼育係の苦悩や喜びが描
かれ、命の大切さを伝えてくれる。

ＶＨＳ
１０８分

2917
千の風になってドラマスペシャル

第３弾
はだしのゲン　前編

　いつも元気に、はだしで走り回っているゲンは小学２年生。両親と
兄姉弟の６人家族で、もうすぐ弟か妹が生まれる予定だ。アメリカと
の戦争のためいつも空腹だが、それでもみんなで助け合い、必死に
生きていた。
　昭和２０年８月６日、広島に原子爆弾が投下され１０数万人が死
亡。ゲンの父と姉、弟も亡くなった。
　原爆に対する怒りと悲しみの中でゲンは…。

ＶＨＳ
９６分
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2918
千の風になってドラマスペシャル

第３弾
はだしのゲン　後編

　奇跡的に助かったゲンに妹が生まれた。亡くなった弟にそっくりの
戦争孤児・隆太も家族に加わる。被爆後の惨状の中、
ゲンは母を助け、食べるため生きるために夢中で働く。地方への疎
開、そして終戦。ゲンは父のことばに従い、家族と力を合わせ、麦の
ように強く立ち上がるのだった。

ＶＨＳ
１０８分

2919
土曜プレミアム
復活　裸の大将

～放浪の虫が動き出したので～

　放浪の天才画家山下清。自分の絵の展覧会会場から、背広を脱ぎ
捨て放浪の旅に出かける。鉄橋の線路の上で絵画に夢中になってい
ると、蒸気機関車が清に向かって突進してくる。
　警官に保護された清は市幡学園に連れ戻され「二度と放浪はしな
い」と園長先生と約束する。しかしふとしたきっかけから、また放浪の
旅へ。同じ学園のヨメ子とともに、上田市別所温泉を舞台に珍騒動を
巻き起こす。

ＶＨＳ
１０８分

2920
黒澤明ドラマスペシャル

第二夜　生きる

　市民課長の渡辺幹治は、30年間無欠勤のまじめな男。市役所で何
をするでもなくただ無為に日々を暮らしていた。そんな幹治が
ガンで余命幾ばくもないことがわかる。「今まで自分は何をしてきたの
か」と自問する幹治。役所を無断欠勤し、夜の街に繰り出し、若い娘
と過ごす。しかしどんな放蕩も幹治の心を満たすことはない。死を目
前にした幹治がたどりついた「生きる」こととは、どんなあり方だったの
か。
　巨匠・黒澤明監督の名作を完全リメイク。

ＶＨＳ
１０８分

2921 乱

　戦国時代を生き抜き、３つの城と領土を手にした一文字秀虎は、３
人の息子にそれぞれ城を譲り、隠とんすることにした。そして
「一本の矢は簡単に折れるが、三本束ねると折れない」と語り、兄弟
が協力して一文字家を繁栄させるよう諭した。だが反論する三郎の
言葉に立腹した秀虎は、三郎を追放する。一方、長男・太郎と次男の
次郎は野心に燃え、血で血を洗う戦を始めて秀虎の期待を裏切る。
行き場を失い狂人となった秀虎を案じたのは、追放された三郎だった
が…。
　黒澤明監督がシェークスピアのリア王を元に描く人間ドラマ。

ＶＨＳ
１６２分

2922 機関車先生

　瀬戸内海に浮かぶ島の小さな小学校に、ある1人の青年が臨時教
師としてやって来た。その先生は、大きな体に優しい目をしているが
口がきけない。昔、剣道の試合でのどをつかれたのだ。口がきけない
先生に子ども達は戸惑うが、すぐに“機関車先生”とあだ名をつけ大
はしゃぎする。こうして、口をきけない機関車先生と子どもたちの学校
生活が始まった。

ＶＨＳ・
DVD

１２４分

2923 亡国のイージス

　イージス艦『いそかぜ』が乗っ取られた。犯人は副長の宮津と某国
対日工作員のヨンファ。彼らの手にはわずか１リットルで東京を壊滅
させてしまうという特殊兵器『グソー』が。
　『グソー』を奪還すべく先任伍長の千石がヨンファらに立ち向かう。

ＶＨＳ
１２８分

2924
電影版　獣拳戦隊ゲキレンジャー

ネイネイ！ホウホウ！
香港大決戦

　激しい戦いを繰り広げるゲキレンジャーとリオたちが、香港のメディ
ア王 ヤンが所有する島に転送された。
そして同じように次々と転送されてくる世界各地の格闘家たち。彼ら
はヤンの主催する「乾坤一擲武術会」で戦うために集められたのだ。

ＶＨＳ
３４分

2925
黒澤明ドラマスペシャル

第一夜　天国と地獄

　大手シューズメーカー、フロンティア・シューズの常務・権藤の息子・
純が何者かに誘拐された。犯人が要求してきた身代金は３億円。
しかし犯人は純ではなく、権藤の運転手・青木の息子・進一を純と間
違って誘拐していた。間違いに気づいた犯人だったが、犯人は青木
にではなく、権藤に身代金を支払うよう要求してきた。権藤は身代金
の支払いを拒否するが、青木は進一を助けて欲しいと泣きながらひ
ざまずく。

ＶＨＳ
１３０分
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2926
世界名作劇場

家なき子レミ　１９　旅の一家

　パリに特別な市がたつ１週間がやって来ました。街は買い物をする
お客さんで大にぎわい。大勢のお客さんを目当てに、旅芸人も
集まってきました。レミはミシェル一座の一人娘・コゼットと知り合いに
なりますが、コゼットはなぜかレミのことを嫌っているようです。
　そのころレミのことを捜して、ネリーと弁護士のブレルもパリの街に
やって来ました。

DVD
２４分

2927
世界名作劇場

家なき子レミ　２０　心の友達

　レミがコゼットと仲よくなったのを見て、リーズたちは不安になりま
す。１週間の市が終わったら、レミがコゼットたちと一緒に、パリから
いなくなるのではと心配しているのです。
　そしてコゼットのお母さんの誕生祝いをした日、コゼットはレミに言
います。「あたしたちといっしょに行こう」と…。

DVD
２４分

2928
世界名作劇場

家なき子レミ　２１　想い出のバイ
オリン

　マルセルが高い熱を出してしまいました。しかしガスパールは、お金
がかかるからと医者を呼んでくれません。困ったレミたちは
自分たちで医者をさがして、やっとのことでマルセルをみてもらいます
が、今度は医者に払うお金をかせがなくてはならなくなりました。がん
ばって働くレミとマチアですが、どうしてもお金が足りなくて…。

DVD
２４分

2929
世界名作劇場

家なき子レミ　２２　地下からの生
還

　レミたちは田舎の村に、ブドウつみの手伝いに行くことになりまし
た。途中の村で迷子の女の子を見つけたレミは、その子を追って
廃坑に入っていきます。ところが突然廃坑が崩れてしまい、レミと女
の子は、暗い穴の中に閉じこめられてしまいました。マチアたちが助
けにかけつけますが、坑道は岩で埋まり、中に入ることができませ
ん。

DVD
２５分

2930
世界名作劇場

家なき子レミ　２３　ふたりの願い

　レミにバイオリンをもらってからマチアの様子が少し変です。リーズ
たちはいつもと違うマチアを心配します。そんなときマチアの前に、パ
リの音楽学院で
バイオリンを教えているという男の人が現れました。マチアに音楽の
才能があると見抜いた男の人は、本格的にバイオリンの勉強をしな
いかとマチアを誘います。

DVD
２５分

2931
世界名作劇場

家なき子レミ　２４　引き裂かれた
愛

　レミを捜すネリーはとうとうガスパールの元にたどり着きました。しか
しネリーからレミが名門のお嬢様だと聞いたガスパールは、ミリガン
夫人から金を取ることを思いつき、レミを閉じこめてしまいます。一
方、レミに会うためにミリガン夫人とアーサーはパリへと向かいまし
た。

DVD
２５分

2932
世界名作劇場

家なき子レミ　２５　脱出！

　やっとレミの居場所をつきとめたマチア。しかしレミはカギのかかっ
た部屋に閉じこめられていました。マチアは何とかしてレミを救い出そ
うとします。
そしてリーズやリカルドたちも、もう一度レミに会うためにパリへと向
かうのでした。

DVD
２４分

2933
世界名作劇場

家なき子レミ　２６　私のお母さん

　やっとのことでガスパールの元を逃げ出したレミたちですが、パリの
街で再び捕まってしまいました。レミとマチアの居場所を
つきとめたリカルドたちは、レミを助けるために助けを呼びに走りま
す。果たして助けは間に合うのでしょうか？そしてレミは本当のお母さ
んに会えるのでしょうか？

DVD
２４分

2934

世界名作劇場
名犬ラッシー　１９　コリンの初恋

と
たからもの

　遠足に行くことになったジョン。カリー先生にないしょでラッシーも連
れて行くことにしました。船の上でラッシーが先生に見つかりそうに
なり、ジョンはコリンにラッシーをかくしてくれるように頼みます。コリン
はラッシーのかくし場所を探しはじめ、少女・クリスと出会います。

DVD
２４分

2935
世界名作劇場

名犬ラッシー　２０　大変だ！
母さんが倒れた

　村ではかぜが大流行。ホッパー先生とジョンのお母さんは連日連
夜、休むまもなく治療にあたります。熱を下げるための薬もあと１本に
なってしまいました。そして心配するジョンの目の前でお母さんは倒
れてしまいます。

DVD
２４分

2936

世界名作劇場
名犬ラッシー　２１　おばあちゃん

に
会いたい

　フォレストばあさんの家に男が訪ねてきました。20年前に家を出て
行ったフォレストばあさんの息子です。でもフォレストばあさんは
家を出て行った息子を許さず家に一歩も入れません。ある日、ジョン
はロイという男の子と出会います。ロイはフォレストばあさんの孫でし
た。ロイはおばあさんに会いたくて１人で町からやってきたのです。

DVD
２４分
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2937
世界名作劇場

名犬ラッシー　２２　ジョンの決意・
鉱山を救え

　鉱山から石炭が出なくなり、ラドリング公爵は専門家に鉱山の調査
を頼みました。その結果は、鉱山から石炭は出ないというものでし
た。納得できないジョンのお父さんは、ラドリング公爵にもう一度調査
するようにお願いしますが聞き入れられません。そんなお父さんを見
てジョンはラドリング公爵に会いに行きます。

DVD
２４分

2938
世界名作劇場

名犬ラッシー　２３　頑張れジョン・
ラッシーを守れ！

　石炭が出るまでラッシーを公爵に預けることになったジョンは、大人
たちと一緒に鉱山で石炭の調査をしました。でもなかなかいい結果が
出ません。
　そんな時、公爵はラッシーをつれてスコットランドに帰ることになりま
した。
　スコットランドに着いたラッシーを見てプリシラは「ジョンの所へ行き
なさい」とラッシーを放しました。

DVD
２４分

2939
世界名作劇場

名犬ラッシー　２４　消息不明・
ラッシーを捜せ！

　旅の途中で、ラッシーは羊を襲う野犬に間違われて鉄砲で撃たれ
てしまいます。
　倒れたラッシーを助けたのは、おじいさんのダンとおばあさんのダ
リーでした。２人は自分たちの子どものようにラッシーの世話をするの
でした。
　２人のおかげで元気になったラッシーは、また旅を続けようとします
が…。

DVD
２４分

2940
世界名作劇場

名犬ラッシー　２５　お帰りラッ
シー

　あと１週間で石炭が出なければ鉱山を閉山すると公爵から連絡が
ありました。そんな時、サンディは鉱山の中からアンモナイトの
化石を見つけました。アンモナイトの化石が発見されたのだから石炭
はその近くにある。そう考えてジョンや大人たちは、一生懸命石炭を
探しました。

DVD
２４分

2941
世界名作劇場

名犬ラッシー　２６　夢に向って走
れ！

　鉱山を救ったジョンとラッシーの話は新聞に載り、ジョンとラッシーは
有名になりました。村にはたくさんの新聞記者が来てジョンやラッシー
の取材をしています。
そんな時、ラドリング公爵はジョンとラッシーのためにパーティーを開
くことにしました。ラッシーとジョンを公爵の知人の偉い人に紹介する
というのです。

DVD
２４分

2942
世界名作劇場

赤毛のアン　第１６章
ダイアナをお茶に招く

　ダイアナをお茶に招くことになり、張り切るアン。しかし ダイアナは、
出されたイチゴ水を何杯も飲み、気分が悪くなってしまう。
　ダイアナのお母さんは「アンがダイアナを酔わせた。もう二度と遊ば
せない」とカンカンに怒ってしまう。

DVD
２６分

2943
世界名作劇場

赤毛のアン　第１７章
アン，学校にもどる

　いつまでたっても学校に戻るそぶりを見せなかったアンが、１か月
ぶりに「学校に戻る」と言い出した。
　クラスのみんなは、前のように受け入れてくれるだろうか。はたして
ダイアナは？
　授業中、突然ダイアナから手紙が回ってきたが、そこには…。

DVD
２６分

2944
世界名作劇場

赤毛のアン　第１８章
アン，ミニー・メイを救う

　ある夜、ダイアナがアンの家に飛び込んできた。ミニー・メイがこう
頭炎でひどく苦しんでいるというのだ。その上、ダイアナの両親は町
へ行っていて留守だという。
　すぐにアンはダイアナと共に、深い雪の中を ミニー・メイのもとへと
向かった。

DVD
２６分

2945
世界名作劇場

赤毛のアン　第１９章
ダイアナの誕生日

ダイアナの誕生日の晩、アンはコンサートに誘われ大いに楽しんだ。
その後、ダイアナの家に泊まることになった。
　客間のベッドに、どちらが先に着くか競争することにした２人。
　ベッドに飛び乗った瞬間、だれもいないはずのベッドから女性の声
が。声の主は、いったいだれなのか？

DVD
２６分

2946
世界名作劇場

赤毛のアン　第２０章
再び春が来て

　雪が解け、グリーン・ゲイブルズに再び花が咲き乱れる春がめぐっ
てきた。
　６月のある朝、アンはマシュウやマリラに「今日という日は、わたしに
とって特別な日。どんな日か覚えてる？」と聞くのだった。
　はたして、アンが言う特別な日とは？

DVD
２６分

2947
世界名作劇場

赤毛のアン　第２１章
新しい牧師夫妻

　フィリップ先生が学校を辞めることになった。先生とのお別れの日の
帰り道、アンたちは、後任の新しいアラン牧師夫妻を乗せた馬車とす
れ違った。
　若いアラン夫人の笑顔にすっかり魅了されたアンは、日曜学校を心
待ちにするのだった。

DVD
２６分
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2948
ルパン三世

霧のエリューシヴ

　北海道霧多布岬の海底に沈む女性像。伝説では、500年前に『時を
越える乗り物』が存在したという。ルパンたちが『時を越える
乗り物』を探し始めると、次々に不可解な現象が。それは未来の科学
者、魔毛狂介の仕業だった。魔毛によってルパンたちは500年前の霧
多布に飛ばされてしまう。

ＶＨＳ
９２分

2949
ちびまる子ちゃん
「夏の友情」の巻

　夏休みのある日、まる子たちが公園で遊んでいると知らない男の子
がやってきた。長野からおじいちゃんの家に来たシンゴ君だ。
シンゴ君と友だちになったまる子たちは、西遊記ごっこをして遊ぶが、
妖怪役のシンゴ君の迫真の演技に驚くまる子たち。もしかしたらシン
ゴ君は本当の妖怪かもしれないと思うまる子たちだった。

ＶＨＳ
２５分

2950
ちびまる子ちゃん

「まる子のおつかい」　の巻
「まる子，田植えをする」の巻

　まる子はお母さんのお手伝いをするためにおつかいに出かけた。無
事におつかいを終えたまる子だが、
おつりの100円をなくしてしまった。必死に探すが見つからず…。
　ほかに「まる子、田植えをする」

ＶＨＳ
２５分

2951
名探偵コナン
スペシャル

鳥取クモ屋敷の怪

　毛利小五郎は事件の依頼を受け、コナン、蘭と共に鳥取県にある
絡繰峠のクモ屋敷と呼ばれる旧家、武田家に向かう。
武田家では続けて人が亡くなったため、村の人々はクモ御前のたた
りだと恐れていた。そしてコナンたちが到着した夜、今度は武田家の
当主が殺された。

ＶＨＳ・
DVD
４９分

2952

驚きの嵐！
世紀の実験

学者も予測不可能
ＳＰ２

　１１人の学者が、やりたくてもできなかった実験を提案し、嵐のメン
バーが実行する人気番組のパート２。実際に行う実験は、
無重力空間でチョウはどう飛ぶのか？、下向きに花は咲かせられる
か？、ヘリウム風船に入って空を飛べるか？、流氷に乗って東京湾
にたどり着けるか？、掃除機のホースの長さの限界は？、５ｍの紙
飛行機は飛ばせるのか？など。

ＶＨＳ
90分

2953

世界一受けたい授業　一億人の
国語算数理科社会　全国の先生

と
一緒に考え夏の脳活性化

期末テストスペシャ

　１時間目は土屋秀宇先生 の漢字の授業。「大」と「太」はどう違うか
など漢字の意味や成り立ちを分かりやすく説明する。
　２時間目はピーター・フランクル先生の算数。公式や計算を必要とし
ない「ひらめき」で解く算数。
　３時間目は中村宏治先生の『世界初！水中スクープ！』水中カメラ
マンの先生がとらえた珍しい映像や写真を紹介する。ほかに『教科書
に載せたい新歴史 納涼問題祭り！夏の陣』『謎を解け！！世界地図
で読む言葉のミステリー』

ＶＨＳ
90分

2955

世界の絶景１００選　天から舞い
降りた

奇跡の絶景
スペシャル！

　天から舞い降りたような奇跡の絶景を世界各地から紹介する。今回
は、中国から武陵源の三千本の石柱、南米ボリビアから
神秘の湖、ベルギーからノートルダム大聖堂の聖なる光、アフリカか
らナミブ砂漠の赤の砂漠の４つの絶景をリポーターが案内。中国では
ギャル曽根が食べまくり、アフリカでは番組史上最も過酷といわれる
旅に、女子アナが挑戦する。

ＶＨＳ
１１５分

2956

世界ウルルン滞在記“ルネサン
ス”
小さな、小さな、妖精　メガネザル
が住む森へ　わずか１０００匹！
絶滅寸前の
メガネザルを救え！　女優　水野
美紀

　フィリピンのボホール島に住むフィリピンメガネザル。体長はわずか
15センチ足らずで、森の妖精とも呼ばれる愛らしいサルだ。
だが近年、密猟や住みかとなる森の伐採により、今や1000匹にまで
激減してしまった。女優の水野美紀がこのメガネザルの保護に取り
組む。

ＶＨＳ
47分

2957

世界ウルルン滞在記“ルネサン
ス”

カンボジア
巨大湖に浮かぶ

小さな学校へ
俳優　宇梶剛士

　俳優の宇梶剛士がカンボジアにある東南アジア最大の湖、トンレ
サップ湖の水上生活を体験する。
　トンレサップ湖は、琵琶湖の16倍の大きさ。その中央部に位置する
クォームストロノー村は、100世帯ほどの家船が集まる水上集落。ほ
とんどが漁師の家というこの村では、学校や診療所、雑貨店など、生
活に必要な物は全て水の上。陸地を見たことがないという人たちもた
くさんいるという。宇梶は、教員不足に悩む水上小学校の臨時教員と
して授業を行う。

ＶＨＳ
47分

2954
世界一受けたい授業
教科書に載せたい

新歴史

　１時間目は増田ユリヤ先生の「教科書に載せたい歴史」は、エジプ
トのミイラは金額によって松竹梅のコースがあるなど新しい歴
史をする。

ＶＨＳ
４８分
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2958
風を見た少年

平成12年

　新黄金龍帝国の独裁者・ブラニックに制圧されたハンベルの町に住
む、天才物理学者・フリッツ博士の息子・アモン。彼は未知の光エネ
ルギーを操る不思議な力を持つ“風の民”の末裔（まつえい）である。
闘う事を知らない無垢（むく）な少年は、独裁者プラニックの野望を打
ち砕くため、封印された“力”を解き放つ。
　作家Ｃ．Ｗ．ニコルの同名原作をアニメーション映画した、ファンタ
ジー・アドベンチャー。不思議な力を持つ少年が繰り広げる、愛と闘
いのドラマを描く。空や海、緑の大地など雄大な自然を描いた映像
美、そして主人公・アモンが身を任せて空を舞うシーンは感動的であ

ＶＨＳ
98分

2959

情熱大陸
左官　久住有生

平成18年11月12日

　左官職人の仲で若手ナンバーワンと言われている久住有生（くすみ
なおき）。3歳から鏝（こて）を握り、国内外で修行を積んだ久住は、伝
統的な技術を確かな礎（いしずえ）とし、新たにオリジナルの技術を作
り出していく。そんな久住に寄せたれる建築家たちの信頼は厚く、壁
を塗ってほしいという依頼は後を絶たない。
　久住は、個人住宅の壁を塗ってほしいという現地建築家からの依
頼で、弟子たちと共にアメリカ・ユタ州ソルトレイクシティに向かった。
施主の妻が日系2世で、自分のルーツを感じさせる土壁が欲しいとい
う。また、家が建つその土地にある素材で壁を作ってほしいとの要望
だった。
　久住が日本から持ってきたのは鏝（こて）だけ。時間が限られている
中、久住は施主の希望する壁をきちんと仕上げることができるだろう
か・・・？

ＶＨＳ
25分

2960
ムーブ２００６

百歳前進
～現役教育学者曻地三郎～

　曻地（しょうち）三郎さんは、1906年・明治39年8月16日生まれ。現在
も、福岡県南区にある知的障害者児通園施設「しいのみ学園」の現
役園長として教育の現場で活躍している。曻地さんの最近のお気に
入りの言葉は『百歳前進』。目標を持って人生を歩みたいという自分
の励ましの言葉でもある。
　１００歳の誕生日を迎えた曻地さんは、世界一周の旅に出た。世界
各地で、幼児教育の講演を行うためである。幼児教育のプロ、曻地さ
んの持論は『３歳までの育児環境こそが、その子の心と体、そして知
性の成長に大きな役割を果たす。』である。その知性の成長に欠か
せないのが手作りのおもちゃなのだという。家庭で不要になった菓子
箱や、ペットボトル、空き缶などを使っておもちゃを親子で作ることの
重要性を世界の人たちに丁寧に紹介していく。

ＶＨＳ
25分

2961
千葉県広報用作品

『誰もが暮しやすい千葉県作り全
国初の障害者条例』

　国内初の障害者差別禁止条例である「障害のある人もない人も共
に暮らしやすい千葉県づくり条例」（障害者差別禁止条例）が、2006
年10月に千葉県議会で成立し、2007年7月から施行された。
　この条例作りは、県民が施策を描き、行政がそれを具体化するとい
う「健康福祉千葉方式」が基本となって進められたが、障害者差別を
なくすために県民が主体となり作り上げた条例である。この条例で
は、サービス・医療・雇用など、暮らしの中で何が差別にあたるのか
を明らかにし、差別をなくすための3つの仕組みを具体的に定めてい
る。差別のない社会の現実に向けた取り組みを紹介する。

ＤＶＤ
19分

2962
三池

終わらない炭鉱の物語

1997年3月30日、日本で最大の規模を誇った三池炭鉱は閉山した。
その歴史を、「負の遺産」と言う人もいる。囚人労働、強制連行、三池
争議、灰じん原爆事故・・・。過酷な労働を引き受け、誇り高く山に生
きた男と女たちの証言を聞き続け、7年がかりで完成させた。勇気を
もって命がけでいきること。そのひたむきな力。今さらではなく、今だ
からこそ未来への思いを込めて伝えたい。
150年以上にわたる、三池炭鉱の歴史に、初めて正面から向き合っ
た映画である。

ＤＶＤ
103分

2963
それでもお金、借りますか？

多重債務の落とし穴

　多重債務とは、いくつもの貸し手から借金を重ねて、返済ができなく
なること。無人契約機によって、簡単に借金をすることができる現在、
若い人を中心にキャッシングの落とし穴にはまる人が増えている。こ
の作品では、複数の事例をドラマ仕立てで紹介しながら、安易に借
金することの恐ろしさ・多重債務から立ち直る方法などをわかりやすく
解説する。高校生対象。

ＶＨＳ：
ＤＶＤ
27分
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2964 冷蔵庫から“食”を考える

　冷蔵庫の化身レイ（ふかわりょう）は、毎日たくさんの食品を詰め込
んでは無駄にする主婦の桃子さんに我慢できず、お説教を始める。
　自給率40％を切る日本の食糧事情と輸入食品の問題点の解説か
ら、地産地消・飽食の見直し・自分で料理することなどを提唱する。食
品生活の見直しの実践が、実は地球環境の保護や世界の食糧事情
の改善に役立つことを伝える。一般向け。

ＶＨＳ
20分

2965

きらっといきる
今度は私が社会に貢献したい

～下肢機能全廃・石垣まりやさん
～

札幌市に住む石垣まりやさんは。分娩まひによる右手のまひと、病気
治療による両足のマヒがあり、車イスで生活している。
石垣さんは、この春札幌市の公務員となることが決まった。「これまで
周囲の人から助けられてきた分、自分にできる何か」を探し始めた石
垣さんの姿を追う。

ＶＨＳ
29分

2967
世界遺産

石見銀山遺跡とその文化的景観
日本

2007年，日本で14番目の世界遺産として登録された島根県の石見銀
山。最盛期には年間40トンの産出量を誇り，
当時世界中で産出される銀の１割を占めた石見の銀。アジアに進出
してきたポルトガル人たちは，石見のことを「銀の王国」と呼んで
地図に記した。周囲の自然と調和しながら開発された石見銀山の姿
を描く。

VHS
25分

2968
感動！至福の旅

朝ごはんの美味しい宿

旅の宿の食事のメインは夕食と思われがちだが，昨今は朝ごはんに
こだわりを持つ宿が全国各地に増えている。
番組では伊豆，飛騨高山，有馬，山形，壱岐から厳選した，思わず早
起きしたくなる美味しい朝ごはんを出してくれる宿を紹介する。

VHS
96分

2969
きらっといきる

振動を感じて駆け抜けろ！
～聴覚障害・西田文彦さん～

奈良県に住む聴覚障害者の西田文彦さんは，世界で活躍するプロ
レーサーを目指している。しかし周囲からは障害者がレースをするこ
とは危険だと言われていた。夢をあきらめきれなかった西田さんは，
ある人との出会いが大きなきっかけとなり，プロレーサーの夢に向
かって進み出す。西田さんの夢に向かっての挑戦を紹介する。

VHS：
DVD
29分

2970
きらっといきる波に乗り世界へ
～聴覚障害・竹本裕行さん～

竹本裕行さんは徳島聾学校に通う16歳。夢はプロのサーファーにな
ること。ろう者の父親も，かつてはデフサーファーの
日本第1位だった。聾学校の寄宿舎に入っているため練習が十分に
できなかったり，卒業後の進路のことなど悩みも多い。
世界を目指す竹本さんの試行錯誤の日々を追う。

VHS：
DVD
29分

2971

知るを楽しむ人生の歩き方
子どもの命みつめて

第１回
治せない病との出会い

聖路加国際病院で働く小児ガンの専門医・細谷亮太さん。細谷さん
が小児科医になりたてのころ，日本では小児ガンは不治の病とされ
ていた。
　細谷さんが小児ガン治療を学ぶためアメリカ留学を決意する，きっ
かけとなった患者たちについてのお話を伺う。

VHS
25分

2972

知るを楽しむ　人生の歩き方
子どもの命みつめて

第２回
病と闘う子どもたち

アメリカから帰国し，本格的に小児ガン治療に取り組むようになった
細谷さん。しかし，依然として過酷な闘病生活を送る子どもたち。
　そんな状況の中でも，絵本や友達とのきずなを支えにして病気と立
ち向かった子どもたちのお話を伺う。

VHS
25分

2973

知るを楽しむ　人生の歩き方
子どもの命みつめて

第３回
親の悲しみと向き合う

小児ガンなど重い病と闘う子どもたち。そんな子を持つ親たちの苦し
みや悲しみとも向き合ってきた細谷さん。
　余命わずかとなり自宅療養となった少女とその家族の苦しみ悲し
み。子どもを亡くした両親の思いについてお話を伺う。

VHS
25分

2974

知るを楽しむ　人生の歩き方
子どもの命みつめて

第４回
サヨナラの向こうに

病が治らず心ならずも亡くなった多くの子どもたち。幼い弟が余命わ
ずかと知らされた姉弟の思い。また末期の肺ガンと言われ
自宅で最期をみとった両親の思い。
　それぞれの家族の思いについて，細谷さんにお話を伺う。

VHS
25分

2975

小さな生命スペシャル　愛してる
よ、カズ

君はママの宝物でした
～小児がん・涙の全記録～

長崎市に暮らす光武さん夫婦の長男・上総君は，２歳の時に小児が
んを発症。度重なる再発に，２００６年１月，余命２か月と宣告される。
残された日々を積極的治療ではなく，楽しく過ごさせる道を選んだ両
親。上総君が亡くなる12月までの記録と，家族のその後を追った。

VHS
47分
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2976

一期一会キミにききたい！
打たれ弱さを克服する話＠北海

道、
チーズ職人の現場

悩めるイチゴさんが同年代のイチエさんと出会い，自分の悩みに向き
合う「一期一会　キミにききたい！」。
今回のイチゴさんは打たれ弱さに悩む23歳の大学生。就職を控え，
社会人として仕事を続けられるか不安を抱えている。
対するイチエさんは，厳しい師匠のもと修業に励むチーズ職人の卵
だ。イチエさんの仕事場を見学したイチゴさん，
師匠のひとことに傷ついてその場から逃げ出してしまう。果たして打
たれ弱さを克服できるのか？

VHS
29分

2977

趣味悠々　中高年のための
いまさら聞けないパソコンＡＢＣ

第１回
パソコンを見に行こう！

全１３回のパソコン講座。いまさら人に聞けないパソコンの基礎を学
ぶ。初心者はもちろん，すでにパソコンを使っている人にも
ためになる，専門用語や基本操作を解説する。
　１回目は，パソコンの選び方について。パソコンの種類や使い方，
基本的なＯＳ，パソコンの性能を示す用語などについて学ぶ。

VHS：
DVD
25分

2978

趣味悠々　中高年のための
いまさら聞けないパソコンＡＢＣ

第２回
ソフトや周辺機器って何？

第２回は，パソコンを使うのに必要なソフトや，プリンターやマウスな
どの周辺機器について勉強する。パソコンを，
より便利に楽しく使うために，自分の目的や使い勝手に合ったソフト
や周辺機器があるかどうか，量販店で探してみるのも楽しそうだ。

VHS:D
VD

25分

2979

趣味悠々　中高年のための
いまさら聞けないパソコンＡＢＣ

第３回
電源を入れてみよう

パソコンを箱から取り出し，周辺機器を接続し，電源を入れるのが今
回のテーマ。箱の中身をひとつずつ確認しながら，
どのような用途があるのか等，解説を加える。
　接続を済ませて電源を入れると，最初に設定が必要になる。その方
法や，画面（デスクトップ）に表示されているマークについて学び，
さらにクリックやドラッグといったマウスの基本操作も行う。

VHS：
DVD
25分

2980

趣味悠々　中高年のための
いまさら聞けないパソコンＡＢＣ

第４回
画面の操作に慣れよう

いくつもファイルを開いているうちに，先に開いたファイルが見えなく
なったり，開いた画面が小さくて，データの全体が見られなかったら
どうすればいいのか。
　第４回では，タスクバーやスクロールバーなどの操作に慣れて，画
面を自由に操れるようになるのが目標。

VHS：
DVD
25分

2981

趣味悠々　中高年のための
いまさら聞けないパソコンＡＢＣ

第５回
ソフトを使ってみよう

ウィンドウズパソコンに搭載されている「ペイント」というソフトを使っ
て，ソフトの使い方について学習する。
　ソフトの立ち上げ方，すぐに立ち上げるためのショートカットの作り
方，作業が終わった後のソフトの閉じ方を学ぶ。ソフト内に表示
される鉛筆やスプレー，消しゴムといったマーク（ボタン）を使いながら
１枚の絵を仕上げ，その絵のデータをハードディスクに保存する。

VHS：
DVD
25分

2982

趣味悠々　中高年のための
いまさら聞けないパソコンＡＢＣ

第６回
文字入力のイロハ

せっかくパソコンを手に入れても，文字入力に時間がかかって面倒に
なってしまった経験のある人は多いはず。また，促音や記号
などが表示できず，イライラした経験もあるのでは？
　そこで第６回では，入力に手間取りやすい文字を中心に，文字入力
がスムーズにできるノウハウを伝授する。

VHS：
DVD
25分

2983

趣味悠々　中高年のための
いまさら聞けないパソコンＡＢＣ

第７回
漢字を入力しよう

前回に引き続き，文字入力の方法について。うまく文字変換できな
かった場合の文節区切りの変更方法や，読めない漢字，
読みにくい漢字の入力方法について学習する。
　IMEツールバーを使った入力，入力したい文字の検索，人名や地名
を入力する際の辞書の変更など，実際に文字を入力して
みながら楽しく解説する。

VHS：
DVD
25分

2984

趣味悠々　中高年のための
いまさら聞けないパソコンＡＢＣ

第８回
インターネットをはじめよう

情報収集に便利なインターネット。でも最初は，アドレスの入力を間
違えたり，専門用語がわからなかったり，なかなか便利には
使えないもの。
　そこで第８回では，具体的な失敗例をもとに，上手なインターネット
の使い方を勉強する。

VHS：
DVD
25分

2985

趣味悠々　中高年のための
いまさら聞けないパソコンＡＢＣ

第９回
インターネットで情報探し

前回に引き続き，インターネットについて。欲しい情報をうまく検索す
る方法について学習する。
　画像検索，地図の検索といったインターネットの便利な使い方や，
生活や趣味に役立つ情報を分類，集約しているポータルサイトに
ついて解説する。

VHS：
DVD
25分
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2986

趣味悠々　中高年のための
いまさら聞けないパソコンＡＢＣ

第１０回
メールをはじめよう

時間や相手の都合を気にせず送れるメール。インターネット同様，慣
れると大変便利だ。でも最初は設定を間違えて相手に
届かなかったり，途中で送信してしまったり…。
　今回も，失敗例を交えて，メールの上手な使い方について勉強す
る。

VHS：
DVD
25分

2987

趣味悠々　中高年のための
いまさら聞けないパソコンＡＢＣ

第１１回
メールを上手に活用しよう

メールの使い方の応用編。メールの便利な使い方について学習す
る。
　メールアドレスの簡単な登録方法，複数の人に一斉にメールを送る
方法，過去のメールの探し方などを解説する。
携帯電話と組み合わせた，メールの便利で意外な使い方なども紹介
する。

VHS：
DVD
25分

2988

趣味悠々　中高年のための
いまさら聞けないパソコンＡＢＣ

第１２回
デジタル写真を取り込もう

デジタルカメラの普及で写真がたくさん撮れるようになった昨今，撮っ
た写真の整理が追いつかない人も多いはず。
　そこで，せっかく撮った写真を楽しむために，撮った写真をパソコン
に取り込んで，シールを作ったりスライドショーにしたり…
さまざまに活用する方法を伝授する。

VHS：
DVD
25分

2989

趣味悠々　中高年のための
いまさら聞けないパソコンＡＢＣ

第１３回
もっとパソコンを楽しもう

パソコンを，生活や趣味で楽しむためのアイデアを紹介する。
　インターネットを使った無料通話，ＣＧで作られた仮想空間でコミュ
ニケーションするサービス，写真のアルバムをネット上で
公開するサービス，ホームビデオで撮った映像の公開など，インター
ネットを使ったさまざまなサービスを紹介していく。

VHS：
DVD
25分

2990

国立国語研究所
「ことばビデオ」シリーズ

＜豊かな言語生活をめざして＞１
相手を理解する言葉の背景を

見つめると・・・

言葉を用いたコミュニケーションの場では，時に行き違いや誤解が生
じる。作品では，そうしたコミュニケーションにおける戸惑いや
つまづきの具体例をドラマ仕立てで取り上げ，なぜそれらが起きるの
か，どうしたら防げるのか，起きてしまった場合どう対応すれば
よいのかを考える。文部科学省特別選定。
　第１話　「すみません」のコミュニケーション，第２話　　いきいき方
言，第３話　丁寧な言葉はどんなときに？，
第４話　ほめるのは難しい，第５話　「あいまいな言葉」の中に，第６
話　多様性を見つめて。

VHS：
DVD
38分

2991

国立国語研究所
「ことばビデオ」シリーズ

＜豊かな言語生活をめざして＞２
コミュニケーションの「丁寧さ」
「ほめる」というはたらきかけ

丁寧なコミュニケーションとはどんなものだろうか。敬語を使う・言い
方を工夫する・言葉以外の丁寧さなど，生活の中のさまざまな
場面での会話を取り上げ，「人が丁寧だと感じるコミュニケーション」
について考える。
　作品後半は「ほめる」について。ほめられることによってやる気が出
たり，人間関係がスムーズになったりする様子を見ながら，
「ほめる」ことのはたらきを考える。

VHS：
DVD
46分

2992

国立国語研究所
「ことばビデオ」シリーズ

＜豊かな言語生活をめざして＞３
方言の旅

方言をテーマにレポートを書くことにした女子大生が山形県の庄内地
方を訪れ，生きた方言に触れる中で，方言に存在する文法や
変化，若者と高齢者の使う方言の違いなどを，言語地図などの資料
を参考に考察する。

VHS：
DVD
52分

2993

国立国語研究所
「ことばビデオ」シリーズ

＜豊かな言語生活をめざして＞４
暮らしの中の「あいまいな表現」

日々の暮らしの中では，あいまいな表現が元で誤解が生じることが
ある反面，はっきりとした表現を避けることで，人間関係がうまくいくこ
とも多い。この作品では，幾つかのあいまいな表現を取り上げ，その
働きや問題点を考えるとともに，問題が起きやすいケースについては
改善策も提案する。

VHS：
DVD
35分

2994

国立国語研究所
「ことばビデオ」シリーズ

＜豊かな言語生活をめざして＞５
日本語の音声に耳を傾けると・・・

話しことばには，声の調子によって，気持や意図を伝えられるという
面がある。ふだん，特に意識せずに話している音声の部分に
注目して，音声の果たす役割を考える。
　３話構成。第１話　気持や意図を伝える音声，第２話　方言の中の
音声，第３話　外国人の話す日本語の音声。

VHS：
DVD
35分
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2995 斉藤さん　第１話

新しい家に越してきた真野若葉は夫の透と幼稚園児の尊との３人暮
らし。以前通っていた幼稚園では尊の乱暴のせいで肩身の狭い
思いをしていた若葉。今度こそうまくやろうと，周囲に気を遣う。そん
な若葉は新しく通うことになったこばと幼稚園で斉藤全子と
潤一親子と出会う。
　「大人として言うべきことをきちん言う」という正義感あふれる全子だ
が，そのせいで周囲との摩擦が絶えない。

VHS
58分

2996 斉藤さん　第２話

こばと幼稚園主催のバザーが開催されることになり，リーダーの三上
から世話係を頼まれた真野は準備に大忙し。前年に高校生たち
から嫌がらせを受けた経緯から，その対策にも力を入れる三上だっ
た。バザー当日，斉藤に敵意を持つ阿久津高校の柳川が仲間を
引き連れて会場に現れる。

VHS
46分

2997 斉藤さん　第３話

幼稚園の庭にゴミがまかれるという事件が発生。犯人が柳川たちだ
と確信した斉藤は，阿久津高校に相談に行くが，副校長に
「証拠がない」と取り合ってもらえない。ほどなくして園児たちがラッ
カースプレーをかけられるという事件が起きる。

VHS
46分

2998 斉藤さん　第４話

クリスマスを間近に控え，子供たちの間では「GSV」というゲーム機が
大人気。尊も潤一もゲーム機が欲しくて仕方ない。
しかしゲームの与える影響を考えて，真野と斉藤はゲームを買わな
いと決める。そんな時に幼稚園でゲーム機が紛失するという事件が
起きる。

VHS
47分

2999 斉藤さん　第５話

三上から塾の体験授業を勧められた真野は授業に感動し，即座に尊
の入塾を決意する。尊が塾に通い始めて間もないころ，
斉藤は幼稚園のクラスメート佳也の体にアザができていることに気づ
く。そして斉藤は，そのアザが尊によるものだと知る。

VHS
46分

3000 斉藤さん　第６話

こばと幼稚園恒例のキルト講習会。役員に決まった真野は講習会へ
の参加を呼びかけるが，保護者たちは何かと忙しく，
思いどおりには参加者が集まらない。ある時，真野は講師の柳川夫
人に反発してしまう。するとその直後，尊にだけ，突然，
小学校通学区域の変更届が！

VHS
47分
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